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平成２６年度公益財団法人しまね文化振興財団 

管理運営事業計画書 

 

１．基本方針 

 しまね文化振興財団は、中期的な活動方針として策定した「しまね文化力構想」のもと、公益財団法

人として、自律と貢献の公益経営の確立を目指しながら、文化の香りに包まれた魅力ある島根の実現を

目指し活動を行っています。 

 平成２６年度は第２期指定管理の最終年にあたり、「島根県民会館」「島根県芸術文化センター」「八

雲立つ風土記の丘」の文化施設を中心に第２期の活動の総仕上げを行うとともに、中期経営計画を策

定し、第３期指定管理の申請に向けた取組みを進めてまいります。 

 「島根県文化芸術振興条例」や「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」の制定を機に、改めてしま

ね文化振興財団の役割は、地域の文化力をつくる「プラットフォーム」の機能を担うことにあると認識し、

県民が主役という意識を持ち、施設間・公立文化施設間の連携や、多様な利害関係者との連携・協力

による事業構築を柱とする「しまね文化力構想」の改訂を行い、県民の自由な発想による文化芸術活動

の支援へ経営資源を配分していきます。 

 そのため、指定管理業務においても、文化芸術に親しむ県民が集う「プラットフォーム」機能をもった拠

点文化施設運営を柱に、これまで蓄積した運営ノウハウや職員の専門性を最大限発揮し、単なる施設

の管理運営に留まらない県立施設のモデルとなる総合的なサービスを提供していきます。 

 

２．平成２６年度の事業推進要旨 

（１）中期経営計画を策定し、財団の使命実現のためのビジョンを全職員が共有することで、「しまね文

化力」実現に向けた取組みのプロセスを明確にしていきます。 

（２）公益法人制度に則った新しい会計体系を整備するとともに、指定管理者制度の仕様との適合を図

るため、新しい会計システムを導入します。併せて、四半期決算の定着と厳格な予算管理を徹底

するべく職員研修を進めていきます。 

（３）第３期指定管理に向けた県民が主役、施設間・公立文化施設間連携、多様な利害関係者との連

携・協力による新たな「プラットフォーム事業」の基盤づくりを進めます。 

（４）「島根県文化芸術振興条例」に沿った全県的な文化芸術活動促進のため、県の文化政策に連動

する県域的な取組みを増やしていきます。地域の文化資源である伝統芸能の継承と発展にも力を

入れていきます。 

（５）島根県民会館、グラントワは県域拠点文化施設であることを認識し、「劇場・音楽堂等の活性化に関

する法律」に沿って、県民と共に生きる絆を形成する文化拠点となるよう、専門性に基づくノウハウ

や県民の文化芸術活動を支える中間支援的な能力の育成を図り、文化芸術の継承、創造、発信

に努めていきます。 

（６）指定管理者としては、効率的な管理運営や利用者の立場に立ったサービスの提供は勿論、財団が

指定を受けている意義を踏まえ、県民連携による多様な文化事業を実施することで総合的な県民

サービスに努めます。 

（７）指定管理業務については、PDCAによる業務の改善を通して得たノウハウを、次期指定管理運営に

活かすことは勿論、県域の施設運営にノウハウを提供できるような体制づくりに着手します。このこ

とは、指定管理者として新たな提案が行える体制の整備と事業計画の質の向上のほか、市町村文

化施設の運営の質の向上につなげていくことを目指すものです。 
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３．事務局が所管する事業 

(１)公益目的事業 

①県域文化支援事業 いわみ発創作オペラ「ヒト・マル」 

島根県芸術文化センター「グラントワ」において、柿本人麻呂を題材にした創作オペラを県民参加

で実施します。 

②県域文化支援事業 しまね地域文化コーディネーター人材育成事業 

文化活動を地域に根づかせ多彩に展開できる人材を育成するために、島根県民会館を中心に中

間支援の核となるコーディネーター人材育成を実施します。 

③県域文化支援事業 情報誌「キャッチ」発行事業 

情報誌「キャッチ」発行やウェブサイト「キャッチナビ」運営を通して、県内全域の文化施設情報を提

供・発信します。 

④公益信託「しまね文化ファンド」事務局運営事業 

県民の文化芸術活動への助成支援を行う「文化ファンド」事務局として、単なる受付事務に終わる

ことなく、他の助成事業の斡旋やアドバイスを行い、総合的な文化支援窓口を目指して活動します。 

⑤写真文化事業 

県内施設と協力した写真展の開催や並河萬里氏の写真・フィルムの保存整理などを行います。 

 

(２)収益事業 

①「少年自然の家」施設管理運営事業 

長年の運営で培ってきたノウハウを基に入所者の安全安心に配慮した管理運営を確実に行うとと

もに、県教育委員会と連携した研修事業にも協力していきます。 

②島根県立美術館ミュージアムショップ運営事業 

島根県立美術館が開館１５周年を迎えることもあり、企画展に併せた展覧会図録や関連グッズの販

売に例年以上に力を入れています。サポーター制度も導入し、マネジメントの質を高めてきており、来

館者のニーズをくみ取り、島根らしいオリジナルグッズを提供することで、財団が運営する意義をもっ

たミュージアムショップを目指します。 
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島根県民会館 

県文化芸術振興条例の制定を踏まえた県域中核施設化方針 

  

私たちしまね文化振興財団では、「しまね文化力」をキーワードに『点から面へ「しまね文化力」創造

のセンターとなる』を平成２２年度から２６年度の指定管理業務の基本方針として島根県民会館の管理

運営を行っています。 

県域文化振興を担う中核組織である文化振興財団として、島根県民会館における事業も鑑賞・育

成・創造などの「拠点文化事業」にとどまらず、「県域展開事業」「街づくり社会化事業」など施設内にとど

まらない文化振興に取り組んで参りました。 

 

■文化芸術を取り巻く社会環境変化、文化政策変化 

国の文化政策において平成２４年６月に「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」が施行され、地域

コミュニティの創造と再生を通じて地域の発展を支えることが明確化され、地域住民・芸術団体・教育機

関等とともに特色ある文化芸術振興が求められるようになってきています。 

島根県でも平成２３年１１月、県文化芸術振興条例が制定され、県の役割を明示されています。そし

て各機関との連携の重視、島根の世界に誇れる伝統文化の存在、新たな文化芸術創造への取り組み、

そして文化振興が島根の活力を生む原動力になることなどが指摘されています。 

 

■県域中核施設化方針の明確化 

昭和４３年開館以来４５年が経過し、その中で私たちは、島根に根付き、県民が支えてきた文化を県

民とともに掘り起こし、それぞれの地域の豊かな文化を発展させるため、専門性を活かした活動してきま

した。 

また、平成２３年度から「やおよろずの地域文化による次世代・地域の活性化プロジェクト」を立ち上げ

実施し、平成２４年度、２５年度には数多くの県域展開の取組みを行ってきました。 

プロジェクト３年目となる平成２６年度は第３期指定管理の基盤となる取組みを展開するなど中長期計

画を見据えて実施していきます。 

 

■地域文化プラットフォームの推進 

 県民が多彩な創造性を育み、舞台芸術を創造していくためのきっかけとなる知識、人とのつながり、多

様なジャンルの交流が生まれる創造の場を提供し、自ら企画運営をしていくことを目指していきます。 

そのなかにあって、しまね文化振興財団は、地域の文化力をつくる「プラットフォーム」の役割を積極

的に担っていくことを目指し、第２期「しまね文化力」構想の新たな展開である「プラットフォーム事業」の

基盤づくりを進め、県民が主役、施設間・公立文化施設間連携、多様な利害関係者との連携・協力が

活発になるよう積極的に取組んでいきます。 
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「やおよろずの地域文化による次世代・地域の活性化プロジェクト」 

 

□概要 

「しまね文化力」をキーワードに、やおよろずの地域文化から多元的な文化創造とそれぞれの地域の

活性化、くらしとコミュニティの再生を目指し、多彩な教育普及・次世代育成のプログラムとそれを自律

的に推進できる地域で活躍する人材育成を有機的につなげる複合プロジェクトです。「しまね文化力」

はやおよろずの地域文化にあり、その文化力をしまねの活性化の起爆剤にして、中長期視点に立って

創造的地域・島根を目指し挑戦していきます。 

■重点プロジェクト１ 地域文化振興人材育成事業 

県民に感動と希望をもたらし、創造性を育み、共に生きる絆を形成するためには県民自らが主体とな 

って自立し、多様な芸術文化を提供できる人材が必要であると考えています。 

そのためには新たに芸術を生み出して行く創造的な人材とそれをつなぐコーディネーターの育成が必 

要と考えます。 

○地域文化コーディネーター人材育成事業 

○ステージクリエーター養成講座 

■重点プロジェクト２ 次世代を担う子どもの育成事業 

子どもたちの文化芸術体験や育成を通して地域に愛着を持ち定着していくことを目指す。これらにより 

人口流失の歯止めや地域コミュニティの再生による地域の活性化、創造性豊かな人材によるクリエイテ 

ィブ産業の創出などの効果を期待しています。 

  ○アウトリーチモデル事業 

○島根大学教育学部連携事業 

○次世代の文化芸術体験推進事業 

○ステージクリエーター養成講座（子ども体験講座） 

■重点プロジェクト３ 県域展開文化芸術創造事業 

県民が住む地域に関わらず文化芸術に触れ、鑑賞、創造する機会の提供と地域で文化的な生活を自 

らの手で確保していくこと、また、今後県内全域にくまなく文化芸術振興を行っていくためには点から面 

への事業展開が必要と考え、広く県民・教育機関・文化団体・市町村と協働し連携し相互の資 

源を活かした中間支援に力を入れていきます。 

○公共ホールネットワーク創造事業 

○公共ホール音楽活性化アウトリーチフォーラム 

○地域ステージ・コミュニティ事業 

■重点プロジェクト４ 文化芸術プラットフォーム事業 

県立施設として全国のトップレベルの劇場とのネットワークを活用し、専門性を活かしながら文化芸術の 

持つ可能性を活かして社会に新たな価値を提案していきます。 

県民会館ならではの先進的で専門性の高い事業や人材育成、中間支援を行っていきます。 

また、市町村ホールとのネットワークを生かして共同制作や巡回公演など相互に場の活用を促進して 

いくプラットフォーム形成を目指していきます。 

○拠点文化事業 

○ステージクリエーター養成講座 

○公共ホールネットワーク創造事業（再掲） 

○公共ホール音楽活性化アウトリーチフォーラム（再掲） 

○情報コミュニケーション事業 
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Ⅱ平成26年度の計画 
 

○以下の８つの側面から平成26年度の指定管理業務の計画を構成しています。 
 

１．文化事業計画     ホール等での自主事業、県域展開事業や賑わい創出事業など 

２．貸館事業計画     積極的営業による貸館、場の提供による文化振興など 

３．舞台技術振興計画   ホールだけでない広域の技術支援による文化振興事業など 

４．利用者サービス計画  利用者へのサービスなど 

５．広報・利用促進計画  積極的な広報、多目的施設としての利用促進の計画など 

６．施設運営計画     危機管理、施設維持管理等の計画など 

７．組織計画       組織体制・人員配置の計画など 

８．収支計画       収入、支出の計画  

９．その他計画      自己評価の計画   

 

１．文化事業計画      
 
（１）文化事業の実施方針 

  ○「会館は、多様で質の高い芸術文化の鑑賞機会の提供、新しい芸術文化の芽を育む機会の提供、地

域とともに新しい芸術文化を創造する機会の提供を目指す」との業務仕様を踏まえ、これまでの実績

に基づく、４つの実施方針により事業を展開していきます。 

    ①文化芸術活動の自立と地産地消 

県民に感動と希望をもたらし、創造性を育み、共に生きる絆を形成するためには県民自らが主体と

なって自立し、多様な芸術文化を提供できることが必要であり目指す方向と考えます。 

そして自ら創造し、享受し循環していく環境を整備していくためのプラットフォーム形成を目指して

中間支援に力を入れていきます。 

    ②次代を担う人材の育成を図る 未来への投資 

文化芸術が広がり盛んになっていくためには新たに芸術を生み出していく創造的な人材とそれを

つなげるコーディネーターの育成が必要と考えます。 

特に将来の文化芸術を担う子どもたちの育成を強化していきます。 

    ③広域かつきめの細かい県域展開 

限られた資源を最大限活用し波及効果の高い展開を目指して、県内の民間を含めた文化事業の

実施状況、ニーズを把握することに重点をおき、空白地に重点的な事業展開を図るなど、島根の

事情に沿った戦略的な展開を目指します。 

    ④文化芸術の持つ新しい価値の創出 

県立施設としての専門性、全国トップレベルの劇場とのネットワークを活用し、文化芸術の持つ可

能性を活かして社会的に新たな価値観を提案していきます。そのために先進的、実験的な事業へ

の取り組み、モデルケース作りを行っていきます。 

    ⑤県民の期待に応える魅力ある事業、賑わいを作る活動を展開 

県民のニーズを把握し、質の高い文化芸術の提供と、近隣と連携した活動を展開していきます。 
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（２）事業計画体系 

  ○文化事業は４つの体系によって推進していきます。 

   ■拠点文化事業 

    ○ホール等を中心に「鑑賞事業」、「育成事業」、「創造事業」の３本柱で実施します。 

   ■県域展開事業 

    ○県域全体を視野において各地で事業展開していきます。 

     「地域活性化事業」、「アウトリーチ事業」の２本柱で実施します。 

   ■街づくり社会化事業 

    ○地域と連携した賑わいづくり、文化への接触に障がいのある方への支援などを行います。 

   ■情報コミュニケーション事業 

    ○広報や情報提供だけではなく、相談、アドバイスなど情報による文化振興を行います。 

 

（３）指定管理期間テーマと年度重点テーマ 

○指定管理期間を通じたテーマ『しまね文化力の発信』をベースに、今年度は申請当初

の計画では「しまね文化力の新たな情報基盤の発揮」を掲げていました。 

しかし、県内の公立文化施設から県域展開を望む声が多く寄せられたこともあり、県域展開を重点

とする取組みを急ぎ、「公共ホールネットワーク創造事業」など施設間・公立文化施設間連携の柱とな

る事業を新たに計画しました。 

この取組みは、財団中期計画のなかで掲げる県域展開を重点とする「プラットフォーム事業」の柱と

して、県と連携し文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業への事業申請も行っており、「

ネットワークを活用したしまね文化力の発信」を平成２６年度の重点方針として戦略的な事業展開を

進めていきます。 

 
（４）文化事業計画 

 ①拠点文化事業 
 
 ■「鑑賞事業」 

   ○企画方針 

鑑賞事業は、子どもから大人・高齢者まで世代を通して様々な文化芸術に触れ親しみ、文化芸

術を鑑賞する楽しさを実感できるよう計画しました。また、公演を鑑賞するだけの一方向でなく、

事前の講座やワークショップ（アウトリーチ）と連動させ、アーティストとの交流など双方向性の内

容となるよう実施します。 

    １）子ども、若者、高齢者など対象世代の期待に応える公演を提供する 

    ２）県民会館の定番となっている劇団四季や映画などを提供する 

    ３）世界水準のアーティスト公演を提供する 

    ４）島根出身アーティストの発掘・支援をしていく 

    ５）県民の期待、県民からのニーズの高い公演を実現する 
 
   ○計画公演      〈別紙〉 事業一覧参照 
 
   ○達成目標 

     １）基本目標 

平成２６年度 「ネットワークを活用したしまね文化力の発信」 
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      ①企画方針にそった事業の実行と達成 

      ②事業評価システムに則した目標設定と結果の明確化 

     ２）数値目標 

①入場料収入は鑑賞事業費の８０％以上を確保する 

 
■「育成事業」 

   ○企画方針 

育成事業は、活動育成と人材育成に分けて企画し、活動育成は文化・芸術のすそ野の拡大に

資する活動を中心に、鑑賞者や活動者の育成を図ります。また、島根大学をはじめとする教育機

関と連携し、特に次世代を担う子どもたちが文化芸術活動を継承・発展していけるようアウトリー

チ事業を重点的に展開します。人材育成は、文化芸術活動の基盤となる実演家やプロデューサ

ーや舞台技術者及び地域文化コーディネーターの人材育成を図ります。 

     活動育成 

１） 地元の芸術文化団体や活動者の育成と支援を行う 

２） 気軽に県民が文化芸術に触れ、親しむことのできる機会を提供する 

３） 大学等と連携し、アウトリーチ活動の質の向上を図る 

     人材育成 

１） 地域の文化をつなぐコーディネーターを育成する 

２） 舞台芸術作品の創造や演出等を身につけた実演家を育成する 

３） プロデューサーを育成し、舞台芸術活動の自立を図る 

４） 舞台技術者の育成をめざし、県内の技術者の把握や状況を調査する 

   ○計画事業 

      〈別紙〉事業一覧参照 
 
   ○達成目標 

     １）企画方針にそった計画の実行と達成 

     ２）事業評価システムによる事業の実施目標の達成の確認の明確化 

     ３）育成事業にのべ１０００人参加を目標とする 

 
■「創造事業」 

   ○企画方針 

創造事業は、県内の文化資源を発掘・発展させるとともに、県民の文化力・創造力を引き出す活

動を計画しました。また、全国各地の劇場や文化団体、アーティストなどと幅広く連携し、新たな

活動の創造・発信に取り組みます。 

     １）島根の伝統芸能の一つである神楽を継承、発展させる 

     ２）県内各地で県民が主体となり県民自身が取り組む創造活動を支援する 

     ３）国内・海外のアーティストと県民が一体となり、創造的な文化芸術活動を展開する 

   ○計画事業 

      〈別紙〉事業一覧参照 

   ○達成目標 

     １）企画方針にそった計画の実行と達成 

     ２）事業評価システムによる事業の実施目標の達成の確認の明確化 
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②県域展開事業 

■「地域活性化事業」 

○企画方針 

東西に長く中山間地や離島を抱える島根県の特徴を鑑み、県民がどの地域でも文化芸術に

触れる機会の充実を目指して、県内の公共ホールや市町村とのネットワークを強化する事業を

実施し、連携して創造発信交流を行うほか、地域で自ら創造し享受します。文化芸術の地産

地消を目標にそれを担う人材育成に重点をおく。 

１）廃校活用した事業等新しい視点で文化による地域活性化策を模索する 

２）県内の地域伝統文化の再発見、人材発掘、地域文化の交流を行う 

３）公共ホールのネットワークを活用し、市町村施設の活性化を行う 

○計画事業 

      〈別紙〉事業一覧参照 

○達成目標 

     １）企画方針にそった計画の実行と達成 

     ２）事業評価システムによる事業の実施目標の達成の確認の明確化 

 

■「アウトリーチ事業」 

○企画方針 

子どもたちの文化芸術体験や育成を通して地域に愛着を持ち定着していくことを目指します。

これらにより人口流失の歯止めや地域コミュニティの再生による地域の活性化、創造性豊かな

人材によるクリエイティブ産業の創出などの効果を期待しています。 

１）子どもの文化芸術体験の機会を作るため地域や学校に芸術家の派遣を行う 

２）アウトリーチを行う他の機関と連携し、総合的に実施する 

３）中山間地や離島などに重点的に事業展開する 

○計画事業 

      〈別紙〉事業一覧参照 

○達成目標 

     １）企画方針にそった計画の実行と達成 

     ２）事業評価システムによる事業の実施目標の達成の確認の明確化 

     ３）アウトリーチ事業を全市町村数の７割の実施を目指す 

 

③街づくり、社会化事業 

   ○企画方針 

     文化芸術の社会的な役割や可能性を広げるための活動を計画しました。 

     １）文化接触にハンディキャップを持つ人を支援する取組みを行う 

     ２）教育機関等と連携した事業、インターンシップ受け入れなどを実施する 

     ３）地域の賑わい、県民会館の賑わいをより一層高める 

     ４）立地周辺の地域や近隣の商店街等との連携、ボランティアとの協働を促進する 

     ５）県民会館を取り巻く様々な社会問題を取り上げ解決への糸口を模索する 

   ○計画事業 

      〈別紙〉事業一覧参照 

   ○達成目標 

     １）企画方針にそった計画の実行と達成 
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     ２）事業評価システムによる事業の実施目標の達成度の明確化 

     ３）地域の賑わいとフリマ祭等の賑わい創出事業と連動させた事業の実施 

 

 ④情報・コミュニケーション事業 

   ○企画方針 

文化振興における情報の重要性と、全国的に劇場離れ現象がみられることを考慮し情報提供の

強化に意識をおいて計画しました。平成２５年度に導入したチケット販売システムを始め、市町村

施設の文化情報を一元的に流通させ、相互のコミュニケーションの強化を推進する「しまね文化

ポータルサイト」としての充実はもちろん、利用者情報の分析を進めていきます。 

また、数年後の施設受付システム導入検討を行い、貸館事業と連動させた利用者情報の分析を

検討していくなど、中長期を視野に入れた計画立案を進めていきます。 

１）しまね文化ポータルサイトの浸透を図る 

２）県内ホールのHPへキャッチナビをリンクする 

３）必要な情報を整理し、ホームページを強化する 

４）情報発信のＴＰＯをその都度検討し、最適化を目指す 

５）各自が広報、パブリシティに積極的に取り組むマインドを持つ 

６）相談、アドバイスを行う恒常的な窓口、仕組みを運営する 

７）公共劇場舞台技術者連絡会を通じて全国の先進的な情報を取り入れる 

   ○計画事業 

      〈別紙〉事業一覧参照 

   ○達成目標 

     １）企画方針にそった計画の実行と達成 

     ２）事業評価システムによる事業の実施目標の達成の確認の明確化 

     ３）広報によるメディア掲載年間５０回以上を目指す 

     ４）キャッチナビHPリンク達成率  ８０％ 

 
 ⑤文化事業評価 

   ○企画方針・計画 

文化事業に関する年間を通じた企画立案から、実施計画、執行、事後報告など、全体の流れと

手続きの見直し、再編を行い、より効果的で効率的な文化事業の計画と執行の仕組みを整える

とともに、個々の事業の評価を確実に実施していきます。 

     １）各事業の目的と評価基準の明確化を図る 

     ２）事業参加者アンケート等の分析を充実させる 

     ３）PDCAサイクルの効果的運営を図る 

   ○達成目標 

     １）目標管理に基づいた実行と達成 

     ２）事業目標と達成の横断的、総合的評価の実施 

 

 ⑥総合的な目標 
 
  ■文化事業を通じて実現したい定性的な目標 

１) 子供から高齢者まで、障がいのあるなしに関わらず、すべての県民が文化芸術と触れ合い、

そのすばらしさを実感できるようにします。 
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２) 県民の主体的な文化芸術活動がより促進され、より充実した活動となり、県民が創造すること

の歓びを実感できるようにします。 

３) 文化芸術を介し県民相互、また多世代間のコミュニケーションが豊かになり、地域･コミュニティ

の活性化が図られるようにします。 

４) 県民が、島根や地域の伝統文化等地域文化を知ることで、自らの生まれ育った地域への愛着

と誇り、アイデンティティが形成されるようにします。 

５) 文化芸術を通じて島根を発信し、観光をはじめとした産業活動振興や地域活性化、生きがい

づくり等、文化の波及効果力を発揮していきます。 

 

  ■文化事業の数値目標 

   ○事業による入場・入館者数       年間３０，０００人 

     （拠点文化事業の鑑賞、育成、創造事業の公演やワークショップ等の合計人数） 

   ○助成金等獲得目標           総事業費の１０％ 

 
２．貸館事業計画      

（１）貸館事業の実施方針 
 
○指定期間基本テーマ 

 

             
 

 

 

 

 

 

○実施方針 

「利用者の利便性の向上と施設の有効活用を図りながら県民への芸術活動の場の提供を行う」と

の業務仕様を踏まえ、これまでの実績に基づく、５つの実施方針により貸館事業を推進していきま

す。 

① 利用者視点に立った県民への文化芸術活動の場の提供 
条例に基づいた開館時間・休館日を基本としつつ、状況に応じて柔軟に対応し文化振興

と合わせ、県民への文化芸術の場の提供をします。 

② 利用者への総合的支援の提供による効果的な場の提供 
専門性を活かし、利用者へのアドバイス、相談、提案等利用者の立場に立った総合的な

支援をして利用者と一緒に創り上げながら、効率的、効果的な場の提供をします。 

③ 県民の文化芸術活動をより一層活性化する重点的な配慮 
県内芸術団体・学校等の減免を実施し、文化活動をしやすい環境を提供し、活性化に繋

げた配慮をします。 

④ 利用率の向上と利用開発に全職員が取組む 
くにびきメッセ等とのコンベンションの情報共有、ＨＰ等（キャッチナビ）のリアルタイムな空

き状況の提供をし、利用開発をしていきます。 

⑤ 文化事業等との連携による広域的貸館利用者の誘致 
島大連携・各プロモーターとの共催・協賛により、貸し館を誘致し、利用者の拡大を推進

していきます。 

『利用者と同じ立場に立つ』 
  
○貸館事業で一番大切なこととして、「もし私たちが他施設を利用した場合何が一番うれしいか・

安心か」と考え「利用者と同じ立場に立って、お迎えする」を基本としており、これは貸し館業務に

おいて不変なテーマと考えています。今年度においても基本的なスタンスである「利用者と同じ

立場に立つ」を基本テーマとして取組みます。 
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（２）年度重点テーマ 
 
○平成26年度も引き続き、指定管理期間基本テーマ「利用者の立場に立つ」を基本とし、職員の

専門性を活かし、運営アドバイスや広報、技術支援を通して、主催者様をサポートします。 

 

（３）貸館事業計画 
 

 ■施設の提供 

  ○取組み方針・計画 

県民のため、様々なアドバイスや支援を行うと共に、状況に応じて柔軟な対応に努めます。また、サ

ポート窓口として、従来の舞台技術者による「ステージアドバイザー制度」を、文化事業企画・制作

担当者を加えて拡充します。 

１）開館時間は、条例に基づき午前９時から午後１０時までとし、状況に応じて柔軟に対応する 

２）毎月第２及び第４月曜日を定例休館日とし点検や修繕を計画的に行う。ただし、祝日と重なる

場合は開館日とする 

３）年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）は休館日とする 

４）工事等の影響を最大限に小さくするように施設を提供する 

  ○達成目標 

    １）取組み方針・計画の実行と達成 

    ２）工事等による利用制限にクレームが来ないよう柔軟な対応に努める 

 

 ■利用料金設定と減免の取組み 

  ○取組み方針・計画 

平成２２年度県と協議の中実施した減免基準の拡大・平日夜間会議室割引キャンペーン等を実施

し、一定の成果を得られています。引き続き利用率向上とお客様の利便性を目指していきたいと考

えます。なお、平成２６年度からの消費税増税にあたっては、県と協議の上料金改定を行います。 

  ○達成目標 

    １）現行体系での適切な運用 

    ２）提案検証作業の推進 
 

 ■貸館事業の目標 
 

  ○稼働率目標 

    稼働率は、２５年度と同様とします。 
 

施     設 目 標 備 考（２４年度実績） 

① 大ホールの稼働率（利用率）目標 ６２％ ６６．２％ 

② 中ホールの稼働率（利用率）目標 ７１％ ７３％ 

③ リハーサル室の稼働率（利用率）目標 ６５％ ７１％ 

④ 大会議室の稼働率（利用率）目標 ５０％ ５４％ 

⑤ 会議室の稼働率（利用率）目標 ４５％ ４８．２％ 

⑥ 展示ホールの稼働率（利用率）目標 ４２％ ４６．１％ 

⑦ 多目的ホールの稼働率（利用率）目標 ４２％ ４６．４％ 

  ○大・中ホール利用者数    １４万人 

○利用料金収入目標     利用料金収入は、当初予定の７，２００万円を目標とする。 
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３．舞台技術振興計画（舞台技術振興課） 

 

（１）舞台芸術振興の実施方針 
 

  ○指定期間基本テーマ 
   

『地域文化を舞台技術からサポートする』 
  
○舞台技術はホールの舞台機構･設備の管理、運用の技術だけではなく、道具製作や舞台機

構、音響、照明など、ホールに関する専門的技能を生かし、安全かつ総合的に文化芸術活動を

支える技術です。この技術が文化芸術活動の本質となる表現や創造性を支えるものともなり、こ

の技術ノウハウの有無が活動の充実に大きな差異を生みます。今期においても「地域文化を舞

台技術からサポートする」を基本テーマとして取組みます。 
   
  ○実施方針 

舞台技術の専門体制とノウハウの蓄積を持つ当財団は、県域文化振興の拠点として、５つの実施

方針により舞台芸術振興事業を推進していきます。 
 
     ①ホール及び設備、備品等の管理、運用業務を適切、確実に行う 

設備、備品の一元化管理をおこない、情報を共有し、破損等した場合には速やかに修繕、更

新をして常に最良の状態を確保し、利用者に提供します。 

     ②利用者の創造性、演出意向を最大限に生かすための相談、支援を行う 

蓄積したデータ、ノウハウを活かし、職員自ら専門性を活かした相談、支援、アドバイスを実施

していきます。 

     ③安全性の確保を第一に、適切な舞台運用の操作、監督を行う 

舞台は一歩間違うと事故に繋がります。的確な機械の操作はもとより、瞬時の判断が必要です。

様々な研修会に参加し、技術の向上を図り、利用者に安心して利用できる環境を作ります。 

     ④自主文化事業、制作事業の企画、計画、実施を担う 

舞台芸術は舞台技術なしでは成立しません。自主文化事業、製作事業の企画段階から積極

的に参加し、事業を背面から支えます。 

     ⑤館内外において舞台技術の人材育成、技術指導、研修、アドバイスなどを行う 

舞台技術スタッフ研修会、あるいは館外での幅広い舞台技術の指導、研修、アドバイスを実施

し、県域の舞台技術の普及、向上を図ります。 

 

（２）年度重点テーマ 
 

「データによる演出要望再現及び県域展開事業の充実を図る為の仕組みを作る」 
 
１） 過去に蓄積したデータを活用し施設ごとに異なった機材、設備等の相互利用に向けた仕組み作

りをおこない、それを活用した演出効果の高い技術プランを作成します。 

２） 県域展開事業によって生まれる技術者の交流が、技術の発展を生み、利用者がより満足する技

術プランの提供をします。 
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（３）舞台技術振興事業計画 
 

 ■管理業務 

  ○取組み方針・計画 

１） 大中ホール(舞台・客席)をはじめ施設を適切に維持管理し、安全性を保つ 

２） 舞台、照明、音響の各設備・備品の整備管理を行う 

３） 舞台、照明、音響に関する保守点検委託業務の管理を行う 

４） 中長期交換、補修計画の推進を行う 

５） 備品として導入されている設備（ワイヤレスマイク）の新周波数帯移行促進に伴う機器の選定及

び手続きを推進する 

総務省移行完了終了促進期間：平成３１年まで認定４社（携帯電話事業者）移行完了終了促

進期間：平成２７年度まで 

６） LED等、省エネ機器の導入を検討し、計画する 

 

○達成目標 

１） 取組み方針・計画の実行と達成 

２） 管理における事故発生ゼロの達成 

３） 総務省より移行業務を委託されている、700MHz利用推進協会・特定ラジオマイク利用者連盟

との移行手続きの完了 
  
 ■ホール運営業務 

  ○取組み方針・計画 

１） ホール利用者と使用条件の確認や、技術面での進行計画の打ち合わせ・アドバイス等を行う 

２） 関係官庁への書類届け出の確認及び整理保存により適法性を確保する 

３） 利用当日の利用者への立会いによる確認、アドバイス等を行い、利用者と一緒に創り上げる 

４） ホール進行の安全管理を行う 

５） 自主制作事業等の舞台プラン、舞台操作、その他関連業務を担当する 

６） ホール（楽屋）に導入したネットワーク通信の活用方法の提案をおこなう 

  ○達成目標 

１） 取組み方針・計画の実行と達成 

２） ホール運営業務における事故発生ゼロの達成 

３） 自主制作事業における舞台技術企画から終了までの的確な遂行 
  
 ■舞台技術の普及啓発・相談業務 

○取り組み方針 

昨年度まで取り組んでいた方針計画を引き続き活用した具体的な方針 

１）県民会館の設備において基本から専門的な知識を学べる機会を提供する 

具体的なプラン 

舞台スタッフ研修会 目標：県民会館開催6回、出張開催1回、発表会1回 

平成26年度島根県民会館舞台技術研修会開催 

   ※文化事業課の実施するステージクリエーター講座との統合により、事業予算を確 

保し、より充実した事業として実施する 

２）地区公民館を対象にした公募により、基礎技術の研修会を実施する 

・公共劇場舞台技術者連絡会のネットワークにより、中四国では先駆けて導入した劇場等
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演出空間運用基準協議会が発行した教材を利用し、舞台技術の基礎研修を実施する 

３）学校・大学と連携した研修会を実施する 

・島根大学との相互連携を利用したアートマネージメント研修(舞台技術)を行う 

・島根県立大学短期大学部保育学科のカリキュラムに対する演出の技術的支援を行う 

・島根県高等学校文化連盟演劇部門への舞台技術基礎研修を行う 

４）県民への普及活動 

   具体的なプラン 

    バックステージツアー（年2回開催）、舞台見学会 

    サービス課と連携した利用相談会 

５）舞台相談窓口（ステージアドバイザー）の業務継続 

   具体的なプラン 

    相談業務の実施、島根県舞台技術人材の調査研究 

 

○達成目標 

１） 取組み方針・計画の実行と達成 

２） 年間200人を目標とし、人材育成・普及体験活動をおこなう 

３） 舞台技術に関する最新動向を把握し、充実した相談窓口とする 

４） 全国公立文化施設協議会・公共劇場舞台技術者連絡会のネットワークを活用した、舞台技術

基礎のインフラストラクチャーの整備をする 

 

■舞台技術基盤整備の目標 

  ○取組み方針・計画（単年度で終了しない継続的な取組み） 

１） 県内公立文化施設舞台図面CADデータ化 

２） 利用者の舞台技術関連記録のデジタルデータ整備 

(舞台配置図・仕込み図、設備利用料金、進行資料) 

３） 島根県公立文化施設協議会を活用し、他施設職員との連携を図り、組織間人材派遣ネットワ

ークの構築を図る 

○達成目標 

    １）取組み方針・計画の実行と達成 

    ２）年度内に県民会館ホームページ上に公開する 

    ３）島根県舞台技術者連絡会構想の計画・立案 

 

４．利用者サービス計画      

（１）利用者サービスの実施方針 
 

  ○指定期間基本的な考え方 

 

 

 

 
 

  ○実施方針 

利用者サービスを付加的なものではなく文化施設運営の本質的なものとしてとらえ、５つの実施方

針を持って業務にあたっていきます。 
 

「文化芸術に親しむ場の提供」・「来館者をもてなす」を基本的な考え方とし、受付や案内にあたって

は、常にホスピタリティの質を高めていきます。 

また、来館者からの要望や苦情、トラブル等が発生したときは、迅速かつ適切に対応します。 
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① 利用者の立場に立って考える 
 私たちは日々同じような業務をしておりますが、利用者にとっては、数年に１回という重

要な利用もあります。「もし私が利用者だったら」と考え業務に当たっていきます。 

② 苦情、トラブルにならない姿勢 
 利用者とのコミュニケーションを図り、過去のデータを分析し、苦情、トラブルになる前

に対応します。 

③ トータルなホスピタリティをマネジメントする 
 思いやり、おもてなしの心を大切に、利用者が気持ちよい施設であると感じていただく

ために業務にあたっていきます。 

④ 不断のリスクマネジメントを推進する 
 利用することにより様々なリスクが増えていく。安全、安心を第一と考え、危機管理を徹

底させていきます。 

⑤ コンプライアンスを徹底させる 
 法令遵守は当たり前ですが、世間から期待される規律性、適正性なども含めコンプラ

イアンスを徹底させていきます。 

 

（２）年度重点テーマ 
 

○２６年度も指定管理期間の基本的な考え方を継続し、利用者からの苦情等を分析し、管理者とし

て対応できることは速やかに対応し、県と協議しながら、ハード面、ソフト面ともに充実し、サービス

向上に努めます。 
  

「利用者サービスの検証及び充実」 

（３）利用者サービス計画 

 ■利用者意見・ニーズの把握 

  ○取組み方針・計画 

    利用者の意見、ニーズの把握、職員共有化について、引き続き取り組みの充実を図っていきま

す。 

    １）多様な利用者層、事業活動形態ごとのアンケートの実施と結果の統合化 

    ２）多様な利用者層からの意見聴取、懇談など生の意見の聴取と統合化 

    ３）意見等への対応によるサービス改善の実施 
 
  ○達成目標 

    １）取組み方針・計画の実行と達成 

    ２）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

 ■利用者サービス向上 

  ○取組み方針・計画 

利用者あるいは来館者の視点に立ち、分かりやすく使いやすい会館として充実させていきます。 

１） 職員の専門性を生かし、広報や技術支援アドバイスを行い、きめの細やかな利用者サービス

に努める 

２） 障がいのある方、高齢者の方へのサービスの充実 

３） 幼児や子育て世代へのサービスの充実 
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４） 観光でいらっしゃるお客様へのサービスの充実 

５） 事務所前に指定管理者負担でコイン式コピー機と公衆電話を設置 

  

  ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）利用者視点評価の公表 

     ３）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

■利用者サービスの目標 

   ○アンケート満足度調査での満足度目標 

       施設利用者満足度           ９５％以上 

       文化事業入場者、参加者満足度     ９０％以上 

 

■苦情・トラブルの対応 

   ○取組み方針・計画 

22年度から苦情・トラブルの把握と対応に取り組んでおり、この成果をもとに分析整理し、未然防

止と発生に対する的確･迅速な対応を図り、必要な業務改善などに生かしていく仕組みをさらに

充実させていきます。 

     １）未然防止対策の推進と｢ヒヤリ・ハット｣情報などの統合化 

     ２）苦情･トラブルの的確な対応とその結果の報告、公表、共有化 

     ３）苦情･トラブルの業務品質管理委員会での総合化  

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

 ５．広報・利用促進計画      

（１）広報・利用促進実施方針 

地域に幅広く広報し、利用者から分かりやすい料金設定（セット料金）をさらに充実させます。 

また、地域の文化活動を支援すべく、積極的に場所を提供し、利用促進につなげます。 

 

■広報･支援サービス 

   ○取組み方針・計画 

自主事業等の広報活動はもちろん、貸館で行われるイベント情報を利用者と連携し、また、平成

２５年度に導入したオンラインチケット販売システム「シマチケ」を、貸し館イベントでも導入できる

ようにし、より効果的な動員に繋げます。 

１）ロビー壁面有効活用「プロムナードギャラリー」の提供 

２）ポスター掲示コーナーの提供 

３）ホームページによる貸館イベント情報の広報 

４）自主事業でチラシ挟み込み協力、チケットの預かり販売 

５）リリース方法等の広報の強化 

６）オンラインチケット販売 

７）県民会館を詳しく知らない新たな利用者層への広報を行う 

８）２５年度に立ち上げたfacebookの活用 
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   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

 ■営業と利用者開発 

  ○取組み方針・計画 

    新たな利用を増やすために営業、利用者開発を強化していきます。 

１） 職員全員が営業スタッフであることを常に認識して職務に取り組む 

２） 過去の顧客データから営業を推進する 

３） 文化事業（鑑賞・育成・創造事業）と連携した利用モデルの提案を行う 

４） くにびきメッセ等とのコンベンションの情報共有やMICE誘致への取組み、HP等（キャッチ

ナビ）のリアルタイムな空き状況の提供等による全職員参加による利用開発を行う 

５） 総合的支援サービス、特に技術支援などを通じた利用者開発を行う 

６） 利用者に分かりやすいセット料金をさらに充実し、利用促進に努める 

 

６．施設管理運営計画      

（１）施設管理運営の実施方針 
 
  ○指定期間基本テーマ 
   

 『安全、安心な施設運営の着実な推進』 
  

老朽化の進んでいる県民会館ですが、使い続ける価値を高めつつ、安全で安心な施設とし

ていくべく運営をしていきます。維持管理を中心に、危機管理対策、個人情報保護など、トー

タルな安心、安全の形成に努めていきます。 

   

○実施方針 
 

     ①安全で事故のない維持管理に努める  

老朽化の激しい施設ですが、定期的な保守点検はもとより、職員による点検も合わせ、トラブ

ルが起きる前に対応するを基本とし安全で事故のない施設を来館者に提供できるよう維持管

理に努めます。 

     ②環境負荷低減への取り組みを図る  

省エネルギー対策を推進し、環境負荷低減への取り組みを図ります。 

     ③快適性、ホスピタリティの向上に努める  

ハード的には老朽化の激しい施設ですが、ソフト面を充実し、少しでも来館者、利用者に快適

な環境を提供できるよう、「おもてなし」の精神をもって業務を行います。 

     ④改修・修繕の中長期計画による長寿命化に努める  

施設、設備の老朽化が激しく、県と協議して策定した修繕中長期計画ですが、修繕工事を待

たずして新たなトラブルも発生しているのが現状です。中長期計画を実施するにあたっては県

と協議をし柔軟に対応しながら長寿命化に努めます。 

     ⑤新たな危機にも即応できる危機管理体制の不断の改善に努める 

危機管理マニュアル・ＢＣＰ（事業継続計画）を策定しておりますが、多様で現実に則した訓練

を行うなど、常に見直し、危機的状況にも柔軟に対応できるマニュアルになるよう改善に努め
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ます。 

     ⑥個人情報保護の確実な推進を図る 

個人情報保護士を配置し、取得した個人情報については、利用目的を明らかにし、利用にあ

たっては、利用目的の範囲内で利用します。 
  

（２）年度重点テーマ 
 

○大改修後２０年以上経過し、施設の老朽化が進んでいる現状では、不断の確認と改修、改善が必

要と考えています。 

「不断の確認と改善」 

（３）施設運営計画 
 
  ■個人情報保護 

   ○取組み方針・計画 

     １）財団プライバシーポリシーの着実な履行 

     ２）個人情報の所在の明確化と管理方法の徹底 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）業務品質管理委員会での総合的検証 
  
  ■危機管理 

   ○取組み方針・計画 

１） 東日本大震災の教訓を公文協の研修会等の積極的な受講により学び、危機管理マニュア

ル、危機管理体制を改善する 

２） 訓練やシミュレーションの実施 

３） ヒヤリ･ハットなどの情報の収集、統合・整理 

４） 災害対応型自動販売機の設置 

 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）危機管理訓練の的確な実施と評価 
  
  ■維持管理 

   ○取組み方針・計画 

     １）点検･検査の適切、確実な履行 

     ２）効率的な維持管理の推進 

     ３）省エネルギー対策の推進と新たな取組みの実験と検証 

     ４）中長期修繕改修計画や予防保全の取組みの徹底 

     ５）安全第一と利用者視点に立った修繕･改修優先順位の提案 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）業務品質管理委員会での総合的検証 
  
  ■外部委託管理 

   ○取組み方針・計画 
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     １）委託業務の確実な履行確認、課題把握 

     ２）ホスピタリティ管理の徹底 

   ○再委託業務一覧 

     〈別紙5〉委託業務一覧 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

７．組織計画   

（１）組織･人員体制計画 
 

広報・事業など組織内外における協働が求められている事から、マルチタスクが出来る体制づくりや、

組織横断の取り組みを推進していきます。 

○取組み方針・計画 

１） 顧客サービスを向上させるため、貸し館事務と従来の文化情報コーナーを一体化運用す

るため総合インフォメーションを配置した。配置した総合インフォメーションにて館の総合案

内、県民への文化芸術情報の提供をワンストップで実施する。 

２） 貸館業務と鑑賞事業を同じサービス課で所掌し、企画制作会社との共創を図り、企画営

業に努める。 

３） 総合インフォメーションは財団本部、県民会館共管とし、県民への文化芸術情報の収集と

提供を総合的に実施する。 

４） 副担当の明確化や業務の繁閑調整等を行うと共に、名札やネックストラップの着用の励行

なども行い、効率的で、かつ利用者に判りやすい組織とする。 

５） 必要な専門人材、人員を適切に配置するとともに、OJT等の研修や、文化事業の人材育

成事業への積極的な参加により、将来的な専門人材の育成・確保についても取り組む。 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）組織横断的活動の活性化 
  
（２）研修計画 

   ○取組み方針・計画 

業務を通して行う職場内研修、外部の専門機関を利用する職場外研修により、積極的に職員の

能力開発を行います。 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）自己研鑽を積み、組織的研鑽活動が広がることを目指す 

 
８．収支計画      
 

   ○取組み方針・計画 

     社会情勢の影響もあり、助成制度の改廃や助成のやり方の変更などが大きく影響することが予

想されますが、そのような中でも、新たな助成先の開拓や、ファンドレイズマネジメントの強化

などにより、外部資金導入に力をいれていきます。 

     １）経費削減、効率化に一層取り組む 
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     ２）利用料金の収入確保、増収に努める 

     ３）助成金の獲得等ファンドレイズに努める 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）収支バランスの確保 

 
９．その他計画      

島根県公立文化施設協議会事務局・全国公立文化施設協会中四国支部委員館（島根県：会長館

）として積極的に活動します。 

 

  ■島根県公立文化施設協議会事務局 

   ○取組み方針・計画 

     １）県内公立文化施設の活性化、運営力向上を図る 

     ２）県内公立文化施設の交流、連携、意見、要望把握整理などを行う 

     ３）全国公立文化施設協会中四国支部との調整を行う 

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 
 

  ■自己評価計画 

   ○取組み方針・計画 

     １）指定管理業務の年度単位の自己評価を実施する 

     ２）年度事業計画と事業報告の対比による評価システムを構築する 

     ３）業務品質管理委員会及び事務局・県民会館定例会の主要議題として取り上げ、組織的PDC

Aサイクルを機能させる 

   ○評価計画 

     年度事業報告（５月末）の後、７月を目処に自己評価を完了する  

   ○達成目標 

     １）取組み方針・計画の実行と達成 

     ２）自己評価書の公表を行う 
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いわみ芸術劇場 

島根県芸術文化センターを、 

県文化芸術振興条例を踏まえた石見地域拠点文化施設として活用推進 

 

私たち公益財団法人しまね文化振興財団は、指定管理第二期五カ年計画の策定にあたり、島根県

芸術文化センター「グラントワ」の運営基本方針を「点から面へ 石見地域の文化力創造の拠点を目指

して」としました。センターは全国的にもまれな美術館と劇場が一体になった複合施設です。県文化芸

術振興条例にのっとって、ここの特徴を生かした「拠点文化事業＝鑑賞、育成、創造」、「情報コミュニケ

ーション事業→美術館利用促進」を展開します。また芸文センター内の事業にとどまらず、「街づくり社

会化事業」や石見全域に出向く「県域展開事業」など積極的な文化・芸術活動に努めてまいります。 

 

■文化芸術を取り巻く社会環境変化、文化政策変化 

島根県でもこの流れに呼応し、平成２３年１１月に「県文化芸術振興条例」が制定され、国においては、

平成２４年６月に「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」が施行されました。地域コミュニティを通じて

地域の発展を支えることが明確化され、地域住民・芸術団体・教育機関等とともに特色ある文化芸術振

興が求められるようになってきています。今後も、世界に誇る島根の伝統文化の発信や、新たな文化芸

術の創造など文化振興事業が、島根の活力の原動力になると確信しています。 

 

■石見地域拠点文化施設の活用推進 

センターは平成１７年１０月の開館からまもなく９年。私たちは石見地域に根付いた文化を地域住民と

ともに掘り起こし、それぞれの地域の豊かな文化を発展させるために活動してきました。平成２５年２月に

はその成果が認められて平成２４年度財団法人地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞しました。今年度も

引き続き、地域創造大賞の受賞理由となったフランチャイズ芸術団体と石見地域の伝統文化を活用し

た独自の事業を全国に発信していきます。 

 

■施設管理運営重点方針 

１ 地域との連携の積み重ねを基に、地域振興の源となる『いわみ文化』発信 

文化芸術は地域の中にあり、県民生活において支えられるものです。『いわみ文化力』は文化芸

術を核に、観光、産業、教育、コミュニティなどと様々な主体と連携するなかで創られる地域の総合

力です。この『いわみ文化力』を高めるために私たちは地域との連携をより一層深めていきます。 

 

２ 県民信頼を獲得できる経営推進 

県民の共有財産である芸文センターの価値を継続的に高め、県民から管理運営に対する信頼

と財団の取り組みに対する信頼を確実なものにする経営を行います。 

そのためには、私たちの活動を積極的に公開し、評価をいただけるよう、県民との連携を欠かさ

ない公平公正な経営に努めます。 

 

３ 県との連携により複合施設としての機能を最大限に発揮 

センターは、美術館と劇場の複合施設であるとともに、県と指定管理者の複合運営体です。その

点において連携無くして、施設の運営は不可能であると考えますので、県との連携により、複合施

設としての機能を最大限に発揮していきます。 
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Ⅱ 平成２６年度事業計画 

平成２６年度の指定管理業務は下記の通り計画しています。 

１ 文化事業計画 

（１）拠点文化事業 

○ホール等で実施する鑑賞、育成、創造の３種事業が相乗効果をもたらし、文化芸術活動の発展を

促す。 

 

（２）県域展開事業計画 

○センターを拠点に石見地域全体の文化芸術の振興を目指します。各市町の劇場等の活性化支援

のほか公民館、病院、福祉施設等を様々な場所での文化支援を行う。 

 

（３）街づくり社会化事業 

○地域社会と連携して街のにぎわいづくりを支援します。文化、芸術に触れる機会に恵まれない方々

（高齢者、学生等）をサポートする。 

 

（４）情報コミュニケーション事業 

○各種媒体を駆使した広報・情報提供はもとより、相談やアドバイスなど相手の顔の見える情報コミュ

ニケーションにも力を入れる。 

 

２ 貸館業務事業計画 

○利用者のニーズに基づいた貸館の提供と積極的な営業活動の展開する。 

○利用者の満足度を高めるソフト・ハード面での支援を行う。 

 

３ 舞台技術振興業務事業計画 

○石見地域の各市町での文化活動を技術支援し、創造性を高めていく。 

 

４ 広報･利用促進業務事業計画 

○美術館、劇場に対する関心の高い層への情報発信を充実させ、ブランドイメージをアップさせる。 

○「まずセンターへ」と地域住民がより多数訪れるよう広報の質を高める。 

○会員制度の普及啓発とその内容を充実させることで利用促進を図る。 

 

５ 利用者サービス業務事業計画 

○非日常的な空間・時間を期待する利用者の満足度を高めるサービスを提供。さらなるサービスツー

ルの改善、開発に努める。 

 

６ 施設管理業務事業計画 

○使用劣化、経年劣化による異常、破損等を早期に原状復帰させ、安定した施設利用を提供する。 

○危機発生時の来館者の安全確保に万全を期し、平素から安全、安心な利用に心掛ける。 

 

７ 組織管理業務事業計画 

○指定管理業務仕様を適切に推進する組織体制を構築する。 

○人材の確保、育成に力を入れる。 

 

８ 収支管理業務事業計画 

○適切な収入、支出を行う。 

○ファンドレイズを推進する。 

 

９ その他業務事業計画 

○業務改善のための自己評価の取り組みを行う。 
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１ 文化事業計画 

（１）実施方針 

「多様で質の高い芸術文化の鑑賞機会の提供。新しい芸術文化の芽を育む機会の提供。地域ととも

に新しい芸術文化を創造する機会の提供を目指す」との業務仕様を踏まえ、これまでの実績に基づく、

７つの実施方針により事業を展開していきます。 

また、平成２２年度から５年間の継続支援の内定を得た文化庁「優れた劇場・音楽堂からの創造発信

事業」、同じく文化庁「文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」を軸に県域展開事業を推進。

石見地域での人材育成を行います。具体的には、日本を代表する合唱指導者の栗山文昭氏（益田市

出身）を引き続き「いわみ芸術劇場」の芸術監督に招聘。既存の文化事業の実績ＰＲや、県域での多角

的な企画・立案と公演を継続実施します。 

①より身近に、文化芸術との出会いの場を提供します。 

②石見地域を中心に文化振興のための事業を展開します。 

③石見地域の伝統文化や文化資源を掘り起こし、継承･発展を図ります。 

④次代を担う子どもたちに、文化芸術に触れる機会を提供します。 

⑤将来の地域文化の振興を担う新たな人材の育成に取り組みます。 

⑥県民の創造力を発揮させるための事業を展開します。 

⑦各事業を連携・連鎖させ、舞台芸術活動の活性化を促します。 

 

（２）事業計画体系 

文化事業は４つの体系によって推進していきます。 

①拠点文化事業 

○ホール等で実施する鑑賞、育成、創造の３種事業が相乗効果をもたらし、文化芸術活動の発展を

促します。 

①鑑賞事業 

②育成事業 

③創造事業 

 

②県域展開事業 

○センターを拠点に石見地域全体の文化芸術の振興を目指します。特に各市町の劇場等の活性化

支援のほか公民館、病院、福祉施設等を様々な場所での文化支援を行います。 

①石見地域の地域伝統芸能文化の再発見、人材発掘、地域文化の交流促進 

②学校等と連携して文化芸術の体験の場を提供するアウトリーチ公演の充実化 

③市町村活性化事業との連携 

 

③街づくり社会化事業 

○地域社会と連携してマチのにぎわいづくりを支援する。文化、芸術に触れる機会に恵まれない方

々（高齢者、学生等）をサポートします。 

①社会問題連携事業 

②教育連携事業 

③街づくり・賑わい創出事業 

④情報コミュニケーション事業 

○各種媒体を駆使した広報・情報提供はもとより、相談やアドバイスなど相手の顔の見 

える情報コミュニケーションにも力を入れます。 
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①情報提供事業（広報・利用促進事業） 

②相談・アドバイス・情報基盤事業 

（舞台技術振興業務、貸館事業、利用者サービス業務） 

③広報事業（広報・利用促進事業） 

 

（３）指定管理期間のテーマと２６年度の重点テーマ 

第２期指定管理期間のテーマは『いわみ文化力の発信』。テーマに即した事業を計画しています。

２６年度も引き続き県民参画を命題に、地域との連携を強化します。県域の文化団体等と協働して創

造事業を完成させます。地域伝統芸能の益田糸操り人形を継承、発展させるため、人材育成や成果

発表の定期公演を継続実施します。 

 

 

＜指定管理業務年間目標＞ 

平成２６年度 県民創造力の発信 いわみ舞台塾の合同創作 

 

 

 

（４）文化事業計画 

（4）-1 拠点文化事業 

①鑑賞事業 

（ア）企画方針 

貸館によって提供される公演等とのすみ分けを念頭に置きながら計画し、オペラ、オーケスト

ラ、ピアノリサイタルなどのクラシック演奏会のほか、ミュージカル、ポップスコンサート、古典芸能

まで幅広いジャンルの鑑賞機会を提供します。 

併せて鑑賞するだけの一方向の関わりだけでなく、事前の講座やワークショップなどと連動さ

せてアーティストとの交流など双方向の参加機会を創出します。 

また、人気度の高い鑑賞事業を実施することで、鑑賞会員制度である「ホール友の会」の会員

拡大を図ります。会員増は貸館公演を誘致する条件となる集客力アップをもたらします。 

（ａ）ぶらっとわ劇場 

○高齢者、子ども、親子、初心者、障がい者など対象を明確化した公演を提供します。 

（ｂ）定番劇場 

○いわみ芸術劇場の定番となっている劇団四季などの公演を提供します。 

○グラントワシアターはボランティアスタッフの協力で創意工夫して運営します。 

（ｃ）芸術劇場 

○クラシック音楽、伝統芸能など世界水準の公演を提供します。 

（ｄ）いわみホットステージ 

○県民の期待、ニーズの高い公演を実現します。 

（イ）計画公演 

⇒別紙資料１ 『（４）-1 拠点文化事業 ①「鑑賞事業」』 

（ウ）評価課題 

（ａ）企画方針にそった計画の実行と達成 
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（ｂ）事業評価システムによる実施目標と結果の明確化 

（ｃ）鑑賞事業の収益率は８０％以上を確保 

 

②育成事業 

（ア）企画方針 

文化庁の「劇場・音楽堂等活性化事業」の枠組みの変更により、平成２６年度からは「グラント

ワ人材育成塾」として総合的に実施していきます。これまでいわみ舞台塾を継続実施した結果誕

生したフランチャイズ４団体を支援するとともに、新たな後継者となるいこどものため「いわみキッ

ズ塾」を展開していきます。 

そのほか、いわみ芸術劇場の総合芸術アドバイザーの佐藤克明氏の指導・助言によるアート

マネージメント人材育成や、美術館アテンダント、ボランティア等の人材育成を図ります。また、

文化庁「文化遺産を活かした地域活性化事業」（実行委員会と共催）として「益田糸操り人形」の

総合的な人材育成や石見観光振興協議会と共催で「石見神楽」舞台技術向上講座などを実施

します。 

 

（イ）グラントワ人材育成塾 

○「フランチャイズ芸術団体」育成 

大人を対象に継続実施してきた合唱、邦楽、弦楽の活動育成。ここから誕生したフランチャイ

ズ団体（グラントワ合唱団、島根邦楽集団、グラントワ・ユース・コール、グラントワ弦楽合奏団

の４団体）の育成支援と、創造の場を拡充します。 

○「いわみキッズ塾」 

子どもを対象に邦楽、合唱、弦楽などの体験、育成を行います。 

○益田糸操り人形事業後継者育成 

益田糸操り人形保持者会への総合的な後継者育成事業を行います。同時に全国に誇る貴重

な糸操り人形芝居の公演をサポートします。将来的には国指定の重要無形民俗文化財を目

指します。 

○平成２５年度から石見観光振興協議会と共催で開催した石見神楽舞台技術向上講座を引き

続き実施し、劇場の舞台機構を駆使した神楽舞台の舞台演出を神楽社中とともに研究してい

きます。 

○伝統芸能団体の活動への支援、協働による普及の結果、地域振興、観光振興に貢献します。 

○アートマネージメントの能力を高める人材を育成します。 

○地域活性化の一翼を担う地域文化コーディネーターを育成します。 

○舞台技術のノウハウや演出等を身につけた人材を育成します。 

○グラントワの運営に大きな役割を果たしているボランティアの育成を図ります。 

○センターの来館者が心地よく過ごせるようにアテンダントの接偶能力を高めます。 

（ウ）計画事業 

     ⇒別紙資料２ 『（４）-1 拠点文化事業 ②「育成事業」』 

（エ）評価課題 

○企画方針にそった計画の実行と達成 

○事業評価システムによる実施目標と達成の明確化 

○一回当たり数人から１００人程度の参加者で、年間参加目標３，０００人 

 

③創造事業 
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（ア）企画方針 

県民参画の創造事業は、２か年以上にわたる制作期間を持った活動となるケースがあります。

平成２６年度は、益田市に縁のある「柿本人麻呂」を題材に、栗山芸術監督指揮による県民に参

加による初のオペラを公演します。平成２５年度から演劇、合唱ワークショップ等を通し研鑽を重

ねた多数の県民が参加します。 

またそのほか、圏域の伝統芸能の公演や毎年恒例となっている中庭ダンスイベントなどを実

施します。 

（a）石見の伝統芸能、伝統文化の発掘、舞台化など伝統文化を活かした創造活動を行っていき

ます。 

（b）県民が主体となり県民の力で創造活動に取り組みます。 

（c）育成事業と連携、連鎖した創造活動を行います。 

 

（イ）計画事業 

⇒別紙資料３ 『（４）-1 拠点文化事業 ③「創造事業」』 

（ウ）評価課題 

（a）企画方針にそった計画の実行と達成 

（b）事業評価システムによる実施目標と達成明確化 

（c）県民が制作から発表までを一環して取り組む事業を２本以上実施 

 

（４）-2 県域展開事業 

（ア）企画方針 

センターだけの活動にとどまらず、石見地域を中心とした県域の文化振興と、「いわみ文化力

」を発揮する事業を計画します。益田市、津和野町、吉賀町で組織する「芸術文化と触れ合う協

議会」と連携実施し、島根県内は文化庁の劇場支援を受けて積極的に演奏家等を派遣し、地域

の文化振興行います。 

（ａ）地域の学校と連携し、校内で文化芸術を鑑賞・体験できる事業を行います。 

（ｂ）市町の劇場のほか様々な施設の活性化につながる事業を展開します。 

（ｃ）財団本部（島根県民会館）と連携した伝統芸能公演を行います。（補助金申請中） 

（イ）計画事業 

⇒別紙資料４ 『（４）-2 県域展開事業』 

（ウ）評価課題 

（ａ）企画方針にそった計画の実行と達成 

（ｂ）事業評価システムによる実施目標と達成の明確化 

（ｃ）石見地域の学校連携派遣事業を３校以上で実施 

（ｄ）石見地域の市町施設の活性化につながる事業を実施 

（ｅ）益田糸操り人形の広域公演を２ヶ所以上実施 

 

（４）-3 街づくり、社会化事業 

（ア）企画方針 

圏域の様々なお祭り、季節行事など連携し、センター全体の魅力アップを図る事業として実施

します。地域、施設などに文化芸術の可能性を広げるための活動、実験検証事業などを計画し

ます。 

（ａ）文化接触にハンデキャップを抱える方々を支援する取組みと検証 
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（ｂ）教育機関等と連携した事業、インターンシップなどの実施 

（ｃ）地域の賑わい、グラントワの賑わいづくりにより一層の取組み 

（ｄ）観光振興、観光客の来館促進、グラントワの施設利用を促すセールスの取組み 

（ｅ）地域の人やボランティアとの協働による事業を促進 

（イ）計画事業 

⇒別紙資料５ 『（４）-3 街づくり、社会化事業』 

（ウ）評価課題 

（ａ）企画方針にそった計画の実行と達成 

（ｂ）事業評価システムによる実施目標と達成の明確化 

 

（４）-4 情報・コミュニケーション事業 

（ア）企画方針 

広報や情報提供だけではなく、相談、アドバイスなど情報による文化振興を行います。 

（ａ）情報提供事業（広報・利用促進事業） 

（ｂ）相談、アドバイス、情報基盤事業 

（ｃ）広報事業（広報・利用促進事業） 

（イ）計画事業 

⇒別紙資料６ 『（４）-4 情報・コミュニケーション事業』 

（ウ）評価課題 

（ａ）企画方針にそった計画の実行と達成 

（ｂ）事業評価システムによる実施目標と達成の明確化 

 

（４）-5 文化事業評価 

（ア）企画方針・計画 

（ａ）事業評価の目的と達成の明確化 

（ｂ）事業参加者アンケート等の分析の充実 

（ｃ）ＰＤＣＡサイクルを効果的な運用 

（イ）評価課題 

（ａ）企画方針・計画の実行と達成 

（ｂ）事業目標と達成の横断的、総合的評価の実施 

 

（４）-6 総合的な目標 

（ア）文化事業を通じて実現したい定性的な目標 

（ａ）子どもから高齢者まで、また、障がいのあるなしに関わらず、すべての県民が文化芸術と触

れ合い、そのすばらしさを実感できるようにします。 

（ｂ）県民の主体的な文化芸術活動がより促進され、より充実した活動となり、創造することの歓び

を実感できるようにします。 

（ｃ）文化芸術を介して県民相互、また多世代間のコミュニケーションが豊かになることで、地域･

コミュニティの活性化を図ります。 

（ｄ）石見地域の伝統文化を知ることで、生まれ育った地域に愛着と誇りを持ってもらい、アイデン

ティティを形成します。 

（ｅ）文化芸術を通じて石見地域、島根を発信し、観光をはじめとした産業活動の振興や地域活

性化、生きがいづくりなど、波及効果をもたらします。 
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（イ）文化事業の数値目標 

（ａ）文化事業による入場者数を年間３万人とします。 

（拠点文化事業の鑑賞、育成、創造事業の公演やワークショップ等の合計人数） 

※なお、グラントワ来館者目標年間３０万人、劇場来場者目標年間１０万人です。 

（ｂ）助成金等の獲得目標を総事業費の２割とします。 

 

２ 貸館事業計画 

（１）実施方針 

①指定期間基本テーマ 

『利用者と同じ立場に立つ』 

◇私たちは施設をご利用いただく際には、「利用者（主催者）と同じ立場に立って考える。利用者と同じ

側に立って利用者（主催者）のお客様をお迎えする」考えでお迎えします。 

◇これを基本とし「お客様主催事業」と称して取り組んでいます。今期においても基本的なスタンスであ

る「利用者と同じ立場に立つ」を基本テーマに取り組みます。 

 

②実施方針 

「利用者の利便性の向上と、施設の有効活用を図りながら県民への芸術活動の場の提供を行う」と

の業務仕様を踏まえ、実績に基づく５つの実施方針により貸館事業を推進していきます。 

（ア）利用者の視点に立って県民の文化芸術活動の場を提供します。 

（イ）利用者への総合的支援を行うことで効果的な活動の場を提供します。 

（ウ）県民の文化芸術活動をより一層活性化するように配慮します。 

（エ）全職員が利用率の向上と利用開発に取り組みます。 

（オ）文化事業等との連携で広域にわたって貸館利用者を誘致します。 

 

（２）年度重点テーマ 

利用者と同じ立場にたって考える。利用者と同じ思いをもって利用者（主催者）のお客様をお迎え

する姿勢を持ち続ける。「利用者の立場に立つ」を基本に取り組みます。 

 

（３）事業計画 

①利用料金設定と減免の取組み 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）一昨年度から実施した保育園・幼稚園減免５割化で利用数が増加しました。同様の５割減免

の小中学校にも適用を周知し、利用促進を図ります。 

（ｂ）利用希望が土日曜日、祝祭日に集中し飽和状態になっているため、平日の利用促進を図り

ます。 

（イ）評価課題 

○現行体系での適切な運用 

○提案検証作業の推進 

②営業と利用者開発 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）職員全員が営業ツール（利用案内、利用例示集等）を持ち、営業スタッフとして取組みます。 

（ｂ）過去の顧客データを整備・完備し営業の推進に役立てます。 
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（ｃ）文化事業の育成事業や創造事業と連携した利用者を発掘・開発します。 

（ｄ）総合的支援サービス、特に技術支援などを通じた利用者を発掘・開発します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組み方針・計画の実行と達成 

（ｂ）営業ツールの充実 

（ｃ）営業成果、利用者開発の分析と検証 

 

③貸館事業の目標 

（ア）利用率（稼働率）目標 

施設 目標 ２5年度１月まで実績 ２４年度実績 

大ホール ５６％ ５４．７％ ５１.９％ 

小ホール ６６％ ６０．９％ ５９.６％ 

スタジオ ８２％ ８０．4％ ７９.８％ 

多目的ギャラリー ６６％ ６5．４％ ６２.０％ 

（イ）利用料金収入目標 

利用料金収入目標額は、平静２５年度の実績予想（約３，０００万円）をベースに３，５００万円を目

標とします。 

 

 

３ 舞台技術振興計画 

（１）実施方針 

①指定期間基本テーマ 

『地域文化を舞台技術でサポートする』 

◇舞台技術は劇場の舞台機構、舞台音響、舞台照明の各設備を、専門性をもって円滑に管理、運用

するだけではなく、舞台芸術の創造者や、大会・式典のイベント実務者などが要望する表現や行為

を、各設備を有効に活用して、劇場内に実現する手段のことです。 

◇この手段を発揮するには利用者との適切なコミュニケーションと、危険の多い劇場空間の安全確保

―など文化芸術の本質表現や創造性を生み出す諸活動を支える多様な能力が求められます。 

◇この必要不可欠な能力が求められる利用者との接遇には、十分なコミュニケーション能力を持った劇

場専門員が対応します。 

◇自主文化事業の鑑賞、育成、創造の各事業を実施する際にも、事業目的を理解し、効果的な舞台

運営のできる直営職員が取り組み、地域への文化芸術活動を支えます。 

◇当劇場での地震を想定した業務の在り方を検証し、利用者の安全を確保し、安心して利用いただけ

るように努めます。 

 

②実施方針 

数十年間にわたって蓄積した舞台技術のノウハウを活かし、安全で安心な舞台運営を維持します。

多様な要望に応えるために技術水準の向上を図り、事業計画で定めた５つの実施方針をより明確に

することで舞台芸術を振興していきます。 

（ア）ホール及び設備、備品の管理、運用業務を適切、確実に行います。 
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（イ）利用者の創造性、演出意向を最大限に活かす相談、支援を行います。 

（ウ）安全性の確保を第一に、適切な舞台運用の操作、監督を行います。 

（エ）自主文化事業の企画、計画、に対する技術支援を担います。 

（オ）館内外で舞台技術の人材育成、技術指導、研修、アドバイスなどを行います。 

 

（２）年度重点テーマ 

舞台技術の地域住民への普及、利用拡大を図るため、定期的な研修会を継続。拠点文化事業

の創造事業を通じて舞台設営、舞台演出に取り組み、地域の文化創造の活力を生み出します。 

 

（３）事業計画 

①管理業務 

（ア）取組方針・計画 

（a）施設を適切に管理すると共に、舞台・音響・照明の各機構や設備の機能を維持し、安全性を

保ちます。 

（b）舞台・音響・照明の各機構や設備の各附帯備品の整理に努め、整備管理を行います。 

（c）指定管理者の仕様書で定められた、舞台・音響・照明の各機構や設備に対する保守点検委

託業務を管理します。 

（d）舞台・音響・照明の各機構や設備の使用年度から発生する、機能故障に早急に対処して、

施設の信頼性を保持します。 

（e）舞台技術を活かしたセンター環境の改善に取り組みます。 

（イ）評価課題 

○取組方針・計画の実行 

○管理における施設事故ゼロの達成 

 

②施設運営業務 

（ア）取組方針・計画 

（a）施設利用者との催事運営について綿密な進行計画の打ち合わせを行い、満足度の高い運

営を行います。 

（b）舞台技術者の技能の固定化を避け、様々な分野の対応が可能にするため、特定技術に固

執しない運営体制を作り、複数の特殊設備を担当操作できるよう技術研修を行います。 

（c）電動機構設備は従来通り、舞台技術職員が操作するものとし、美術バトン昇降時の安全を

管理します。 

（d）施設利用者と接する受付事務職員が、施設運営の基本を相互共有するために、異職種研

修会を実施して、将来的に技術職員不在時でも利用者の要望に対応できる体制作りに取り組

みます。 

（e）文化事業課が主管する自主文化事業の舞台技術面を支援します。 

（イ）評価課題 

○取組方針・計画の実行 

○技術職員のマルチスタッフ化の取組みと継続 

○施設運営業務における事故発生ゼロの達成 

○全職員の施設設備、施設運営に関する基本知識の習得 
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③舞台技術の人材育成及び普及業務 

（ア）取組方針・計画 

（a）舞台スタッフ研修会を継続して開催し、成果を実践する機会を提供 

（b）子どもたちが舞台技術を体験し楽しむことで、将来の文化活動啓発に繋がる機会を提供 

（c）舞台技術、舞台設備についての知識、技術を一般県民へ普及 

○市町村文化施設の従事者や利用者への研修会 

○自主文化事業の公演を利用した本番前の舞台裏見学会 

○一般向けバックステージツアー 

（d）石見地域の文化拠点施設として、舞台技術全般の相談窓口事業を継続 

（イ）評価課題 

○取組方針・計画の実行 

○スタッフ研修会やバックステージツアーの体験者年間２００人 

○相談窓口利用者５０件 

 

④舞台技術基盤整備の目標 

（ア）取組方針・計画 

（a）石見地域の技術拠点施設として、市町等の文化施設の活動を支援するために、各施設の舞

台技術・データを蓄積整備して、相互に情報提供できるように努めます。 

（b）学校や公民館、福祉施設等へのアウトリーチ公演を通して、舞台技術、過去のデータを活か

した石見地域への支援体制を充実させます。 

（イ）評価課題 

○取組方針・計画の実行 

○いわみ芸術劇場の劇場利用データの更新 

○石見地域の全市町等施設のデータ基盤の構築 

 

舞台技術基盤整備イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○舞台技術研修会 

○出張研修会 

○舞台技術相談窓口 

○市町村施設等支援 

施設利用者支援 

文化事業支援 

○創造事業へ舞台技術者参加 

○県域展開事業（学校等ｱｳﾄﾘｰﾁ公演）で技術提供 

○出張公演（市町公演）で従事者へ技術研修 

グラントワ 

舞台技術者 
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４ 広報・利用促進事業計画 

（１）第二期指定期間実施方針 

①指定期間基本テーマ 

『常に関心の的となるセンター』 

◇センターが県民はもとより広く国内外から関心を持たれ「来館してみたい、いつかは行ってみたい」と

思われるよう情報発信を目指します。 

「グラントワ」が憧れの的、「ブランド」となることを目指します。 

◇文化芸術に関心のある層を誘引することはもとより、関心者ではなくても、センターに来てみたら「文

化芸術との出会いがあった」というような、幅広い層に関心を持たれる施設となるような広報を展開し

ていきます。 

②実施方針 

（ア）複合施設のメリットを生かした効果的な広報を行います。 

（イ）石見地域の拠点として県内、西中国圏を重点的に、さらに国内外に発信します。 

（ウ）県との十分な調整と連携により、強力に広報を推進します。 

（エ）関心層から弱関心層、無関心層まで多層的に広報を展開します。 

 

（２）年度重点テーマ 

平成２６年はセンターの開館１０周年を見据え、具体化する１年でもあります。石見地域の観光振興

に貢献できるよう頑張ります。悲願の羽田～萩・石見空港２便化がかなったことから、美術館と劇場の

複合文化施設の特徴を有する文化芸術の活動拠点に多くの人々をお招きし、心の豊かさを提供でき

るよう広報・利用促進に努めます。センターの有効利用を高める関係の構築を図り、１０年目のあるべ

き姿を考えます。 

 

（３）広報計画 

①ＰＤＣＡサイクルの実践 

（ア）取組方針・計画 

過去の広報実績の反省（ＣＨＥＣＫ）に基づいた新たな広報計画を策定し、実行（ＡＣＴＩＯＮ）す

ることで広報の質向上を目指します。 

（ａ）県、特に学芸グループやその他関係機関（市町・その他）との連絡を密にし、センター広報・

美術館広報・劇場広報の連携強化を図り、効率的・効果的な広報を推進します。 

（ｂ）広報基本計画の完全遂行と現場の状況に則した弾力的で臨機応変の対応ができる広報活

動を行います。 

（イ）基盤整備 

（ａ）広報対象機関の見直し、ならびに複合広報先の選定 

（ｂ）客観的な広報の評価情報の収集と分析 

 

②センター広報 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）定期広報ツールを確実・的確に運営します。 

○グラントワニュースの発行・発送 

○グラントワイベントスケジュールの発行・発送 

○石見美術館ニューズレターの発送 
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（ｂ）ホームページ等デジタル広報の確実・的確な広報を推進します。 

○ホームページの運営 

○メールマガジン（パソコン・携帯）の運営 

○ブログの活用によるセンターおよび地域の「今＝最新情報」を発信 

⇒別紙資料６ 『（4）-4 情報コミュニケーション事業』 

（イ）評価課題 

（ａ）広報業務結果の精度向上 

（ｂ）連携先の情報整備 

 

③美術館広報 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）企画展ごとに計画に基づいた活動をチェックし、成果と反省をまとめ、次回以降の企画展広

報に活かします。 

（ｂ）プレスリリース、投げ込み、取材対応、記者発表、内覧会等の広報媒体を有効に活用するた

めに、的確・確実な情報提供を行います。 

（ｃ）広告・宣伝を効果的に展開するために、広報媒体との事前打合せを綿密に行います。 

（ｄ）施設内、圏域、県内、県外等の各種イベントに際しては参加の有無を問わず積極的・間接

的な広報に取り組みます。 

（ｅ）圏域との連携を深め、県外観光客の誘致活動を展開します。 

（ｆ）観光会社や石見ツーリズムネット等と連携して、石見地域へ情報発信を強化し誘客を図りま

す。 

（ｇ）学校向け営業ツールを活用して、県域の保育所・幼稚園、小中高等学校等への魅力的な情

報発信の強化による連携を深めます。 

（ｈ）旅行会社への定期的営業の促進 

⇒別紙資料６ 『（4）-4 情報コミュニケーション事業』 

（イ）評価課題 

（ａ）広報業務結果の精度向上 

（ｂ）連携先の情報整備 

 

④劇場広報 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）多くの事業や美術館の展覧会との連動、連携を図りながら広報業務計画を策定し、積極的

な広報を押し進めます。 

（ｂ）ターゲットを明確化することで効率的・効果的な広報を目指します。 

（ｃ）プレスリリース、投げ込み、取材対応、記者発表等の影響力の甚大なマスメディア等での放

映、記事掲載を促すよう力を入れます。 

（ｄ）広告・宣伝の効果を引き出すために、広報媒体との事前打合せを綿密に行います。 

（ｅ）地域、県外等の各種イベントに参加し、直接的・間接的な広報を展開します。 

（イ）評価課題 

（ａ）文化事業課との役割分担の明確化 

（ｂ）連携先の情報整備 

⇒別紙資料６ 『（4）-4 情報コミュニケーション事業』 
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⑤美術館来場促進、前売券販売促進・ミュージアムパスポート入会促進 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）石見美術館のブランドイメージを高め、発信 

○県と連携し、中国地域のテレビ・新聞等のメディアを主催に取り込んで活用 

○ホームページやメールマガジン（パソコン・携帯）の活用 

○プレスリリース、投げ込み、取材対応、記者発表等マスメディアによる紹介で情報発信 

○観光会社との連携によるツアー企画の醸成 

（ｂ）石見地域の県民に向けた情報提供を推進 

○県機関、市町村自治体、理美容組合、商店会等の各団体との信頼関係の維持継続 

○文化活動団体や地区振興センターなどを介した文化活動との連携 

○大学等とさまざまな連携を通じての利用機会の醸成 

○石見ツーリズムネットとの連携・活用 

（ｃ）子ども向けの情報提供を工夫 

○展覧会を説明する子ども向けツールを学芸グループと共同制作・活用 

○教育委員会、学校、教員、保護者の理解を求める取り組みの実施 

○益田市特別鑑賞券活用促進策の検討 

（ｄ）前売券販売業務の見直しによる効率的・効果的な販売を実施 

○アクセスルートに応じた効果的・効率的なプレイガイドの設置 

○前売券を企画展の魅力度を事前判断するツールとして認識。配券計画の適正化を図る。 

（ｅ）ミュージアムパスポートの販売促進 

○展覧会の魅力を発信することで新規、継続パスポーターの獲得 

○特典による利用満足度の向上 

○事業所等への継続的訪問による営業活動の強化 

○会員数目標の設定と進捗率の管理 

（ｆ）石見美術館の来場者目標人数の達成 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の具体的戦略策定と実行 

（ｂ）ミュージアムパスポート会員数２,６００人の目標達成に向けて、減少傾向に歯止めをかけ、増

加傾向に転じる有効策の検討と実行 

（ｃ）魅力ある企画展の実施に向けた協議 

（ｄ）コレクション展の魅力を効果的に発信し、恒常的な来館者数の確保 

 

⑥いわみ芸術劇場の各種事業前売券販売促進、ホール友の会会員の拡大 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）いわみ芸術劇場のブランドイメージを高め、発信 

○ホームページやメールマガジン（パソコン・携帯）の活用 

○プレスリリース、投げ込み、取材対応、記者発表等マスメディアを活用した情報発信 

○観光会社との連携によるツアー企画の醸成 

（ｂ）石見地域の県民へ情報提供を推進 

○個人客誘致のための企画立案 

○文化活動団体への広報 

○大学等との連携を模索 

（ｃ）圏域への魅力的な情報発信を強化し、連携を深化 
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○自治体広報誌（浜田市から吉賀町まで）の活用 

○「グラントワキッズ＆ユースのためのステージ鑑賞事業」の展開 

（ｄ）「ホール友の会」の会員拡大 

○劇場事業の魅力をより有効に発信し、新規、継続会員を獲得 

○特典による利用満足度の向上 

○事業所等への継続的訪問による営業促進 

○会員数目標の設定と進捗率の管理 

○新規会員の獲得に向けた有効なツールの作成と営業展開 

（ｅ）いわみ芸術劇場来場者目標１０万人の達成 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の具体的戦略策定と実行 

（ｂ）「ホール友の会」会員数２,８００人の目標達成に向けて、減少傾向に歯止めをかけ、増加傾

向に転じる策の検討と実行 

（ｃ）魅力ある劇場事業の実施に向けた協議 

（d）入場券販売を強化する検討と実行 

 

（４）施設利用促進、グラントワ事業（街づくり・社会化事業）計画 

①グラントワ事業の計画目標 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）センターに気軽に行ってみたくなるような魅力ある事業を行います。 

○ロビーコンサート（いつでもどこでも音楽祭） 

○季節行事（七夕・名月・クリスマス・ひなまつり 等） 

○グラントワｔｅａガーデン 

（ｂ）センターに「まず来館する」機会をつくる事業を行います。 

○きんさいデー（美術館と劇場の無料開放デー） 

（ｃ）地域の核としての役割を担う「地域連携事業」を行います。 

○石見神楽関連団体 

○室町文化フェスティバル実行委員会 

○益田まつり実行委員会 

○菊花展愛好会 

○七尾まつり実行委員会 

○観光関連団体 

⇒別紙資料６ 『（4）-4 情報コミュニケーション事業（利用促進事業）』 

（イ）評価課題 

（ａ）季節行事への地域住民・団体の参画による賑わいの創出 

（ｂ）ロビーコンサートを年間１２回以上開催 

（ｃ）きんさいデーの来館者目標５千人の達成 

（ｄ）グラントワｔｅａガーデンを企画展開催に連動して年間４回の実施 

（ｅ）計画的な広報計画による「魅力」の発信 

 

②センター入館者目標 

（ア）年間来館者目標３３万人でセンター開館累計入館者３３０万人達成 
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（５）ボランティアや地域団体との協働 

①取組方針・計画 

（ア）グラントワボランティア会との協働によるセンターの活性化 

（ａ）担当職員の配置による組織の充実 

（ｂ）研修会への協力・支援と参加 

（ｃ）ボランティア保険への加入による安心の確保 

（ｄ）ボランティア活動特典の維持 

※２時間の活動で劇場の文化事業補助券、レストラン・ショップ買物補助券と交換 

（ｅ）ボランティア活動状況の広報による帰属性の確保と新規会員の獲得 

（イ）協働体制を組むことができる団体・事業所の模索 

（ａ）中世の食、石見神楽、万葉公園、浜田市、益田市、津和野町、吉賀町、石見ツーリズムネッ

ト、観光関係団体等と協働し、圏域の観光対策の強化に努めます。 

 

②評価課題 

（ア）連携先の調査 

（イ）ボランティアからの評価の獲得 

 

５ 利用者サービス計画 

（１）利用者サービスの実施方針 

①指定期間基本テーマ 

『多様な利用者に訴求できるサービス体制の充実』 

◇センターは、県内外の方、幅広い世代の方、いろいろな目的をもたれた方など、多様な利用者を

お迎えします。これらの利用者の満足度を高めるために、的確な判断ができる接遇対応、細やか

な配慮あるサービス提供などを実現するための体制を充実していきます。利用者が満足を感じる

サービスを、利用者が不満を感じる前に、職員が察知、提供することが大切と考えます。 

②実施方針 

利用者サービスは付加的なものではなく文化施設運営の主体となる不可欠なものとしてとらえ、

６つの実施方針を持って業務にあたります。 

（ａ）利用者視点を徹底し、利用者の立場から考えます。 

（ｂ）利用者とのフェイスツーフェイスの関係を大切にします。 

（ｃ）想像力を働かせ、苦情・トラブルを招かない姿勢に心がけます。 

（ｄ）接遇を広い視野から捉えたマネジメント力を高めます。 

（ｅ）不断のリスクマネジメントを推進します。 

（ｆ）法定遵守のみならず、倫理観をもって仕事に臨みます。 

（g）個人情報保護を確実に推進します。 

 

（２）年度重点テーマ 

常に利用者の状況を把握し、問題、課題を収集します。ただちに検証を行い、該当職場、全職員

の課題として改善、実行する体制を充実させます。 

 

（３）事業計画 

①施設の利用時間、休館日 
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（ア）取組方針・計画 

県民のための施設であり、来館され、使われてこその施設であるので、多くの来館、利用を目指

して、状況に応じた柔軟な姿勢で取り組みます。 

（ａ）施設開館時間は、条例に基づき午前９時から午後１０時までを基本とします。 

○美術館は午前１０時から午後６時３０分まで 

○劇場は午前９時から午後１０時まで 

（ｂ）休館日は、毎月第２及び第４火曜日（美術館は毎週火曜日。休日と重なる場合は 開館とし、

翌日以降の最初の休日でない日を休館とする）と年末年始（１２月３０日から翌年1月３日まで）

を基本とします。 

ただし、お盆やお正月は帰省客などの来館者が多く見込まれるため、次の通り休館日を変更

します。（県との協議済み） 

○美術館臨時開館日 

平成２６年４月３０日（火）ゴールデンウィーク、企画展開催期間中 

○センター臨時開館日 

平成２６年８月１２日（火）盆期間、企画展開催期間中 

平成２７年１月２・３日（金・土）年始、益田市成人式、企画展開催期間中 

（c）貸出許可に工事等による影響がないように調整する。 

（イ）評価課題 

○取組方針・計画の実行と達成 

 

②総合受付、美術館受付・監視業務の計画 

（ア）取組方針・計画 

お客様と直接接する重要な業務と位置づけ、専門的に研修・訓練したアテンダントを配置し、多

様な来館者それぞれに適切なサービスを柔軟に提供するとともに、利用者サービス改善のための

最前線のアンテナとして活動します。 

（ａ）学芸グループ、総務担当と的確に連携します。 

（ｂ）適切な案内、受付、監視業務を遂行します。 

（ｃ）企画展、常設展の基礎的知識の習得と利用者が必要とする情報を獲得します。 

（ｄ）劇場チケット（文化事業チケット・預かりチケット）を含めてセンターの全てのチケット販売を行

います。 

（ｅ）利用者の声をじかに聴取し、把握していきます。 

（ｆ）経験と蓄積に裏づけされたアテンダントマニュアルをさらに充実していきます。 

（イ）標準的なセンター受付業務、美術館監視業務の職員配置 

※受付業務・監視業務の職員配置については、企画展及びコレクション展の展示替えの都度、

学芸グループと協議の上決定します。 

（ウ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）アテンダントミーティングで日常点検、業務品質管理委員会での総合的検証 

 

③利用者意見・ニーズの把握 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）多様な利用者層、事業活動形態ごとにアンケートを実施します。 

（ｂ）多様な利用者層の意見聴取、懇談など生の意見を聴取します。 
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（ｃ）インターネットの利用など不特定な方からの意見を聴取します。 

（ｄ）様々な意見、ニーズをまずアテンダントミーティングで点検し、案件によって業務品質管理委

員会で総合的に検証します。 

（ｅ）意見等の対応によるサービス改善の実施とその公表に努めます。 

（ｆ）他施設訪問により、職員の「客」視線を養います。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

④苦情・トラブルの対応 

（ア）取組方針・計画 

未然防止と発生に対する的確･迅速な対応を図り、必要な業務改善などに活かしていく仕組み

を一層充実させていきます。 

（ａ）未然情報を統合し、防止対策を推進します。 

（ｂ）県への報告は迅速に取り扱います。 

（ｃ）苦情・トラブルの情報を共有化します。 

（ｄ）苦情･トラブルを業務品質管理委員会で検証します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

⑤文化芸術等の情報の収集･掲示サービス 

（ア）取組方針 

（ａ）文化芸術、地域観光の情報を積極的に収集します。 

（ｂ）チラシ・ポスターの館内配置計画を整備し、自主事業用と合せて預かりチラシ・ポスター等の

掲示・配置コーナーを提供します。 

（ｃ）自主事業チケットと預かりチケットの情報発信と販売業務を総合受付カウンターで積極的に

進めます。 

（ｄ）自主事業の美術館と劇場の情報以外に、地域の様々な情報交換の場を提供します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

⑥利用者サービス向上 

（ア）取組方針・計画 

利用者サービスの拡充として、指定管理業務提案書において５つの提案をしましたが、その推

進とともに、利用者視点評価を実施します。 

（ａ）観光で来館されるお客様への地域の観光情報提供サービスを充実します。 

（ｂ）障がいのある方、高齢者の方へのサービスを充実します。 

（ｃ）幼児や子育て親子の方々へのサービスを充実します。 

（d）視察、建築探訪でいらっしゃる方への施設案内、ヒアリング対応等のサービス 

を充実します。 

（イ）評価課題 
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（ａ）取組み方針・計画の実行と達成 

（ｂ）利用者視点評価の公表 

（ｃ）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

⑦利用者サービスの目標  

（ア）アンケート満足度調査での満足度目標 

アンケート ２６年度目標 25年度１月まで実績 満足でない理由 ２４年度実績 

センター来館者 ９５％ ９０％ 駐車場不足 ９８％ 

貸施設利用者 ９５％ ９９％ 
駐車場不足 

会議室不足 
１００％ 

文化事業鑑賞者 ９５％ ９７％ 
新しい芸術への評

価 
９６％ 

文化事業参加者 ９８％ １００％ 講師による回数等 １００％ 

※「駐車場不足」の苦情は開館以来、継続して寄せられており、今後は「満足でない理由」として、既

設の駐車場施設のなかで改善努力に努める。 

 ※文化事業に関しては、観賞事業については満足度が高ければ良いが、新たな創造については、様

々な反応があると予想される。 

 

⑧個人情報保護 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）個人情報保護に関する要綱を遵守します。 

（ｂ）個人情報保護士資格取得者を増員、配置し、個人情報の管理を徹底します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

６ 施設管理運営計画 

（１）施設管理運営の実施方針 

①指定期間基本テーマ 

『安全、安心の施設運営の着実な推進』 

◇開館から９年が経ち、施設は今後、着実に老朽化が進みます。できるだけ初期性能を維持し、予防保

全に努め、長寿命化を図ります。 

◇寿命となる設備、部品を定期的な修繕により、予防保全に努め、施設、設備全体の長寿命化を図りま

す。 

◇来館者への予期しない事故、故障、トラブルを予防する保全を行い、安全で安心の形成に努めます。 

◇美術作品の収蔵施設があることから、犯罪、不審、異常気象等に対応する安定した維持管理を行いま

す。 

 

②実施方針 

（ア）安全で事故のない維持管理を実施します。 

（イ）環境負荷低減へ取り組みます。 

（ウ）運営からの快適性、ホスピタリティの向上に努めます。 
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（エ）改修・修繕の中長期計画による長寿命化に努めます。 

（オ）経年劣化による新たな危機にも即応できる危機管理体制を不断に改善します。 

 

（２）年度重点テーマ 

開館後９年が経過し、経年劣化、使用劣化による重度の改修や改善が必要になることが懸念され

るため、日常の管理を徹底するとともに施設設備の専門業者からの維持管理情報を収集し、中長期

的な改修、修繕計画に係る情報を提出します。 

 

（３）事業計画 

①危機管理 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）東日本大震災後の情報を収集して、危機管理マニュアル、危機管理体制を不断に改善して

いきます。 

（ｂ）訓練やシミュレーションを、専門家を交えて実施します。 

（ｃ）豪雨や大地震など、具体的な危機を確認するように努めます。 

（ｄ）益田市指定避難場所として受入体制を確立します。 

（ｅ）苦情等報告書、ヒヤリ･ハット報告などで危機、危険情報を収集します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）危機管理訓練の的確な実施と評価 

 

②維持管理 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）指定管理業務の仕様基準を確実に達成、履行します。 

（ｂ）点検･検査を適切、確実に履行します。 

（ｃ）効率的な維持管理を推進します。 

（ｄ）省エネルギー対策の推進と新たな取組みを検証します。 

（ｅ）中長期修繕改修計画や予防保全の取組みを徹底します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）業務品質管理委員会での総合的検証 

 

③外部委託管理 

（ア）取組方針・計画 

（ａ）委託業務の確実な履行を確認し、課題を把握します。 

（ｂ）サービス水準、ホスピタリティ管理を徹底します。 

（ｃ）業務評価の提出と委託管理としての評価を実施します。 

（イ）評価課題 

（ａ）取組方針・計画の実行と達成 

（ｂ）業務品質管理委員会での総合的検証 
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７ 組織計画 

（１）組織･人員体制計画 

①取組方針・計画 

（ア）効率的で判りやすい組織を構成します。 

（イ）必要な専門人材、人員を適切に配置します。 

（ウ）業務品質改善、危機管理など組織を横断する課題に対応できる体制をとります。 

（エ）利用拡大のため、地域と連携する窓口を明確にします。 

 

②評価課題 

（ア）取組方針・計画の実行と達成 

（イ）組織横断的活動の活性化 

 

（２）研修計画 

①取組方針・計画 

業務を通して行う職場内研修、外部の専門機関を利用する職場外研修により積極的に職員の能

力開発を行います。 

研修は、不適切な対応を防ぐ知識、技術を身に着けるだけでなく、利用者・参加者・相手が不都

合な、不快な受け止め方をすることを事前に察知する、また、満足を感じる対応を事前に認識する

能力を身に着ける内容に心がけます。 

 

②評価課題 

（ア）取組方針・計画の実行と達成 

（イ）自己研鑽、組織的研鑽活動拡大 

 

８ 収支計画 

（１）取組方針・計画 

①利用料金の収入確保、増収に努力します。 

②文化事業の収入向上に努力します。 

③文化事業における助成金獲得等ファンドレイズに努力します。 

文化庁の全国の拠点施設に認定され、地域創造の評価を得て実績を積むことができています。今

後も優位に獲得できるように努力していきます。 

④経費削減、効率化に一層取り組みます。 

 

（２）評価課題 

①取組み方針・計画の実行と達成 

②収支バランスの確保 

 

９ その他の計画 

（１）外部団体への協力 

①取り組み計画 

○上部団体、外部団体へ役員または構成員として参画するほか、連携して事業を実施していきま

す。 

（ア）芸術とふれあう協議会 
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（イ）益田市石見神楽公演実行委員会 

（ウ）石見神楽広域連絡協議会 

（エ）十五日会 

（オ）室町文化フェスティバル実行委員会 

（カ）益田まつり実行委員会 

（キ）石見ツーリズムネット 

（ク）石見観光振興協議会 

（ケ）益田市の文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業実行員会 

（コ）いわみ芸術劇場文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業実行員会 

   （タ）島根県文化団体連合会所属団体（事業連携） 

   （チ）島根県高等学校文化連盟 楽器・管弦楽部門（事業連携） 

②評価課題 

（ア）取組方針・計画の実行と達成 

 

（２）自己評価計画 

①取組方針・計画 

（ア）指定管理業務の年度事業報告に基づく自己評価を行います。 

（イ）指定管理業務の月報に基づくグラントワ経営会議等での事業報告、自己評価報告で県モニタ

リングを行います。結果を職員で構成する業務品質管理員会で検証し改善していきます。 

 

②評価計画 

（ア）年度事業報告（５月３０日）の後、６月中旬を目処に自己評価を完了します。 

 

③評価課題 

（ア）取組方針・計画の実行と達成 

（イ）自己評価書の公表 
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八雲立つ風土記の丘  
 

事業方針 

（１）指定管理業務運営方針  地域と共にあるフィールドミュージアムを目指して 

歴史的文化遺産の多い島根県の中でも、風土記の丘は古代出雲の中心地として、多くの史跡や文

化財が集中している地域です。それらの史跡や文化財を総合的に保存・活用し、県民文化の向上と

人づくり、地域づくりを目指し、訪れる人の心を癒し、古代出雲を体感できる環境を提供します。 

また、公民館や地元団体との連携、協力を図ります。 

 

（２）維持管理方針 

第２期指定管理の最終年次に当たり、風土記の丘とガイダンス山代の郷の施設設備や野外施設全

般の適切な維持管理を行い、更に充実した快適な環境を提供できるよう努めます。地内に点在する

史跡やその他の文化財を適切に管理するとともに、それぞれの史跡等の特色を活かして楽しく学べ

る場を提供します。また、適切な業務評価を行い、より適切なサービス改善・向上を目指すとともに、

入館者目標数の達成に努力します。 

 

（３）文化事業方針 

「職員全員が広報マン」の姿勢で日常的な広報活動に取組むと共に、好評であるホームページやＳ

ＮＳなど更なる充実を図ります。 

交流・交歓を図る事業や、体験事業として、休日を利用しての周辺遺跡や神社仏閣を見学する機会

や、古代の習慣や古くからの行事などを親子で体験できる事業環境を作ります。 その他風土記周辺

の公民館・学校や地域で活動しているボランティアなどと連携し、より相乗効果を高める取り組みを行

います。 

 

実施する事業 

（１）指定管理事業 

八雲立つ風土記の丘の指定管理者として、風土記の丘展示学習館の入館料の徴収事務、施設・設

備の維持管理及び風土記の丘を構成する史跡の環境保全と活用並びに資料の収集・保管・展示、

資料に関する専門的な調査研究に関する業務を行うと共に、学習及び交流の場を提供します。 

①  維持管理に関する業務 
風土記の丘及びガイダンス山代の郷の施設設備の維持管理、地内に点在する史跡等（山代二

子塚古墳、岩屋後古墳、出雲国府跡、大草古墳群、南新造院跡、南新造院瓦窯跡、北新造院

跡、山代方墳、山代正倉跡、乃木二子塚古墳）の維持管理に関する業務を行う。 

 

② 歴史文化の情報発信と調査研究 
   ・常設展「古代の中心地 意宇」 

    風土記の丘地内の遺跡の出土品並びに関連資料を紹介する。 

 

   ・企画展「古代のすまい」（仮） 

     埴輪や木製品などを通じて古代のすまいを考える 

 

   ・ミニ企画展①「風土記の丘地内の遺跡」 

    風土記の丘地内で発掘された遺物を紹介する 
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・ミニ企画②「あの世をのぞく」 

     昨年に引き続き、暑い夏を涼しくする企画として、古墳の副葬品などを展示する。 

     

・ミニ企画③「あかり」 

「あかり」は古代から現代まで人々の生活に重要な役割を持ち、また温かさを与えてきた。新春を

明るくする企画として出土品に民具を交えて紹介する。 

 

・速報展 『平成２５年度発掘出土速報展』 

     25年度に風土記の丘地内で発掘された資料や、新たに保存処理された資料などを紹介する。   

 

・速報展『平成２６年度発掘出土速報展』 

     26年度に風土記の丘地内等から発掘された資料を紹介する。    

 

・ガイダンス山代の郷ロビー展 

    地内に関する多様な民俗祭祀等を写真などで紹介する。 

    ロビー展①4月後半～7月 

    ロビー展②9月～12月 

 

   ・調査研究 

    所蔵資料及び借入資料に関する調査研究を行う。 

     八雲立つ風土記の丘調査員会議を年数回開催する。 

 

③ 青少年等の学習及び交流の場の提供 
・交流・交歓の場事業 

   こどもまつり 月の宴 国府まつり(地域連携） 植物園教室（年３回） 

・普及・体験事業 

   茶臼山登山 史跡見学会 文化財散歩 土器つくり 土器の野焼き 

 稲刈り体験(地域連携） 七草かゆを食べよう 意宇六社まいり 

   歴史ウォーク(地域連携） 風土記の丘教室（毎月第２土曜 年１２回） 

・その他の事業 

  出前講座  館内見学者対応    館報「八雲立つ風土記の丘」年４回発行 

 

（２）自主事業 

① しまねミュージアム協議会（県内博物館、美術館等の連携、学芸員の資質向上を目指す） 

② インターンシップ事業 

地元小中学生の体験学習、高校生の研修、教職員研修の受入や、広く県内外からの大学生

などの学芸員実習やインターンシップを受け入れる。 

③ 歴史文化の資料等の提供 

展示図録、発掘調査や出土資料に関する出版物など専門的で入手が難しい書籍等を提供す

ると共に、あわせて歴史文化に関する図書やグッズを提供することにより、風土記の丘や古代

からの歴史文化により関心を高めてもらう。 

 

（３）その他 

  ① 八雲立つ風土記の丘友の会 

 


