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３．島根県芸術文化センター「グラントワ」 

 

（１）取組み概要 

指定管理第３期の５年目となる令和元年度は、石見地域の芸術拠点として、「連携」「協

働」による文化芸術の創造と発信を心掛け各種事業を展開した。 

センター入館者数は、美術館企画展や劇場主催事業、センター誘客事業等が好評であ

ったことや広報業務の充実により、オープン以来６番目に多い数字を記録し、５月８日

にはセンター入館者数５００万人を達成した。人口減少に歯止めがかからない圏域状況

の中、地域に根差した事業の開催や魅力的な広報により地域での存在感を高めるべく努

力を重ねてきた結果と受けとめている。 

 

【文化事業】 

センター内外において多彩な事業を実施した。鑑賞事業では、クラシック公演やポッ

プス系コンサートのほか、キッズプログラムなど話題性に富む公演を実施した。創造事

業ではグラントワならではの美術館との協働事業(ミューシア)を実施し、グラントワの

理想である「非日常」の提供に心掛けた。また、鑑賞者育成講座として取り組んだ「グラ

ントワアートサロン」の開催により理解力のアップと親近感の醸成を行った。 

グラントワの４つのフランチャイズ芸術団体の１０周年を記念して４団体合同の記念

コンサートを開催した。合唱、弦楽、邦楽の団体が一堂に会する事は珍しいことであり、

グラントワならではの事業となった。 

センター外では、学校や福祉施設、公民館等と連携したアウトリーチ事業の推進とと

もに石見地域の公立文化施設との連携事業を展開したが、後半は新型コロナウイルス感

染症の影響で中止となったことは想定外の出来事であった。 

 

【広報・利用促進事業】 

センター入館者数、劇場入館者数ともに目標を達成し、美術館入館者数も評判の良い

企画展の開催により前年度実績を２千人強上回ったが、新型コロナウイルス感染症の影

響が２月下旬から出始め、最終的に年間目標にはわずか(７０７人)に及ばなかった。 

開館以来、築き上げてきた報道各社や各種団体、学校や地元企業との連携などにより、

グラントワの魅力の発信に努めた。 

利用促進事業として、中庭や回廊、美術館ロビーやホワイエを利用した誘客イベント

を実施し、劇場事業や美術館企画展との相乗効果による誘客促進を図った。 

 

【施設の維持管理・舞台技術振興】 

施設を指定管理業務の仕様基準に添って点検･検査を履行し施設設備の予防保全に取

り組み来館者および利用者の安全を確保した。経年劣化や使用劣化による不調や不具合

については県と情報共有を行い優先順位を定めて速やかに修繕を行った。 

舞台技術職員は安全・安心な運営に努めるとともに、各種の研修受講による知識習得

など技術向上を図った。 

益田警察署と事業情報の共有を行ない、事業によっては警ら強化等の依頼も行った。 
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【貸館事業・利用者サービス】 

熱中症応急講習の実施や館内への熱中症等対応用品の配置、また、人権研修や障がい

者への理解を深める研修の実施による意識啓発を行った。稼働率ならびに利用料金収入

については新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、前年度に比べてともに低下した。 

 

（２）文化事業の実施状況 

鑑賞事業では、人気アーティストによるポップスコンサートのほか、定番となってい

るクラシック演奏会や映画上映会、益田おやこ劇場と連携した低年齢層向け事業など、

様々なジャンルの鑑賞事業を実施した。特徴的な事業としては、栗山文昭芸術監督と親

交の深い池辺晋一郎氏を招き N 響団友オーケストラによるコンサートを開催。池辺氏と

栗山芸術監督のトークやグラントワ合唱団との共演を行い、合唱事業に注力してきたグ

ラントワならではの事業とした。また、石見地域ではほとんど開催されていない演劇公

演を２公演計画し、貴重な鑑賞機会として高い注目を集めた（うち１公演は新型コロナ

ウイルス感染症により中止）。このほか、センター外でも活発に鑑賞アウトリーチを行い、

病院や介護施設、障害者就労支援施設など、福祉分野の施設との連携も積極的に行った。 

育成事業では、代表的な取り組みである「フランチャイズ芸術団体育成」の活動１０

周年を記念し、初めて４団体が合同で演奏会を行い、１０年の活動成果を地域に披露し

た。地域に長年の取り組みを再認識してもらう良い機会となったが、３月に予定してい

た２つのフランチャイズ芸術団体の定期演奏会は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より２公演とも中止となった。 

創造事業では、これまで平成２８年度から３年間継続して開催してきた創造事業「グ

ラントワカンタート」が２０２０年１月に「しまねカンタート」として初めて松江市で

の開催が実現したことに合わせて、その翌日に「しまねカンタート・アフターコンサー

ト」を実施。両方のカンタートに出演した合唱団体もあり、合唱を通して大きな東西交

流を果たした。 

 

 

① 鑑賞事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 入場者数 

ｾﾝﾀｰ

内 

グラントワシアター 

（しまね映画祭益田会場含む） 
小ホール 

通年/月 1 回他

/計 13日開催 
5,654人 

いつでもどこでも音楽祭 
美術館ロ

ビー他 

通年/計 7 回開

催 
632人 

演劇公演・こまつ座「化粧二題」 大ホール 6月 23日(日) 543人 

HOTEI Live In Japan 2019 

～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～ 
大ホール 7月 21日(日) 1,432人 

広島交響楽団・島根定期演奏会 大ホール 7月 28日(日) 547人 

池辺晋一郎＆N響団友オーケストラ 大ホール 11月 17日(日) 629人 

音楽劇「はらっぱのおはなし」 小ホール 12月 8日(日) 370人 
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団体登録 

人数合計 

ｾﾝﾀｰ

外 

グラントワ芸術家の派遣事業 
石見地域

病院等 

9～2月/ 

計 6回開催 
369人 

芸術家の派遣事業（島根県民会館連

携） 

県西部小

中学校等 

9～2月/ 

計 13校開催 
798人 

※上記入場者数は、一部関連イベント参加者等を含む 

     

HOTEI Live In Japan     池辺晋一郎＆N響団友ｵｰｹｽﾄﾗ  芸術家の派遣事業 

 

② 育成事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 参加者数 

ｾﾝﾀｰ

内 

フランチャイズ芸術団体育成 

①グラントワ合唱団 

②グラントワ・ユース・コール 

③島根邦楽集団 

④グラントワ弦楽合奏団 

スタジオ他 通年 

144人 

 

グラントワファミリー・フレンド

シップコンサート（フランチャイ

ズ芸術団体１０周年記念公演） 

大ホール 10月 27日（日） 300人 

いわみ合唱塾「ネクスト・クワイ

ア」 
小ホール他 

10月 20日(日)他 

全 9日間 
511人 

ジュニア邦楽塾（尺八・筝） 
多目的ギャ

ラリー他 

12月 21日(土)他 

センター内計 12回 
109人 

グラントワアートサロン 
多目的ギャ

ラリー他 

7月 13日(土)他 

計 3回 
88人 

いわみ舞台塾「演劇好きる塾」 小ホール他 
11月 30日(土)他 

計 6回 
147人 

ｾﾝﾀｰ

外 

いわみキッズ塾（キッズ合唱塾） 

※一部センター内含む 

益田市内小

学校他 

6月 28日(金)他 

計 5回 
155人 

ジュニア邦楽塾（箏） 
江津市総合

市民ｾﾝﾀｰ 

1月 25日(土)他 

計 4回 
32人 
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グラントワファミリー     ネクスト・クワイア    グラントワアートサロン 

フレンドシップコンサート 

 

③ 創造事業（おもな事業） 

   事業名 会場 開催日 入場者数 

ｾﾝﾀｰ

内 

美術館×劇場「ミューシア」 大ホール他 
6月 2日(日)他 

計 4回 
516人 

しまねカンタート 2020 アフター

コンサート in グラントワ 
大ホール 1月 13日（月祝） 391人 

ｾﾝﾀｰ

外 

しまね伝統芸能祭地域交流ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ 今福座和太鼓ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
浜田ろう学校 

11 月 12 日(火)

他 計 3回 
38人 

 

   
美術館×劇場 ミューシア しまねカンタート２０２０ しまね伝統芸能祭 

vol.9「よみがえる戦国の宴」   アフターコンサート    今福座和太鼓ワークショップ 

 

■文化事業の成果と課題 

○成果 

・今年度は、グラントワが長年取り組んできたフランチャイズ芸術団体活動支援事業

が、１０周年という節目を迎え、記念公演が実現した。合唱団体の指導者が総合プロ

デューサーを務め、各団体が自主性を持って合唱・邦楽・弦楽という異ジャンルの難

しいコラボレーションを成功させた。個別の団体の活動も、定期演奏会や季節のコ

ンサート、イベントへのゲスト出演など多岐にわたり、積極的に発表機会を求める

動きが顕著となっている。 

・石見地域の中高生が参加する育成事業「いわみ合唱塾ティーンズ・プロジェクト『ネ

クスト・クワイア』」が「しまねカンタート」によって、初めて松江での出演を果た

し、県東部の音楽関係者を中心に大きな反響を得た。このような育成事業を軸とし

た事業展開は、いわみ芸術劇場の特徴的な取り組みであり、公共劇場と地域連携の
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新たな可能性の模索としても、今後も継続して重点的に取り組んでいきたいと考え

る。 

 

○課題 

・２０２０年２月頃から新型コロナウイルス感染症の影響が出始め、結果的に劇場側

だけで３月に予定していた大小様々な１２の事業をすべて中止とした。年度末は、

フランチャイズ芸術団体の演奏会も多い時期であり、貴重なプロの大規模演劇公演

なども予定していたため、劇場としては文化的に大きな損失があったと考える。 

・石見地域の少子高齢化は大きな地域課題であるが、鑑賞事業の来場者や育成事業の

参加者、地元指導者など、劇場来場者や関係者の高齢化も非常に顕著になっている。

地域人口の世代別割合を考慮すると、収益性も含めて高齢者が重要なターゲットで

あることは間違いないが、若年層向けの事業が少なくなる傾向があるため、劇場事

業を高齢者向けと若年層向けの事業をバランス良く構成していく必要がある。 

・年度末から新型コロナウイルス感染症により、公演開催やフランチャイズ芸術団体

などの定期練習などの活動に大きな影響が発生している。劇場では、令和３年度以

降のホール工事休館の計画もあり、今回の感染症拡大の影響も含め、空白期間によ

る中長期的な文化活動の落ち込みへの対策を講じる必要がある。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期となった事業一覧 

実施予定日 事業名 中止・延期 

3 月 1 日（日） 島根邦楽集団第十四回定期演奏会  

いわみキッズ塾（邦楽・合唱） 

中止 

3 月 6 日（金） 

7 日（土） 

益田糸操り人形 後継者総合養成事業 中止 

3 月 10 日（火） 益田糸操り人形 出前公演 中止 

3 月 14 日（土） グラントワシアター（3 月上映） 中止 

3 月 15 日（日） 美術館×劇場  ミューシア 中止 

3 月 17 日（火） 演劇公演・世田谷パブリックシアタープロデュース 

「お勢、断行」 

中止 

3 月 21 日（土） 益田糸操り人形 グラントワ公演 中止 

3 月 22 日（日） グラントワ弦楽合奏団第９回定期演奏会 中止 

 

（３）文化芸術活動支援事業の実施状況 

 

①県民、文化芸術団体の文化芸術活動支援 

a 企画制作の側面からの支援 

・「グラントワカンタートの感動を松江で」のキャッチフレーズで、２０２０年１

月に松江で初開催された大型合唱イベント「しまねカンタート２０２０」では、

準備段階からグラントワカンタートで得たノウハウの提供や公演本番運営協力
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を行った。 

・複数の活動団体が結成する 2 つの実行委員会と協働し、それぞれ年１回のホー

ルでの合同発表会の企画制作を支援した。（いわみダンスプロジェクト、アマチ

ュアミュージックフェスティバル） 

・益田糸操り人形公演では年３回のグラントワ公演に加え、公民館や学校での出

前公演等の企画制作を支援した。新型コロナウイルス感染症の影響により、３月

に計画していたグラントワ公演および浜田市の障害者支援施設「桑の木園」での

出前公演を中止とした。 

b 舞台技術の側面からの支援 

・いわみダンスプロジェクト、アマチュアミュージックフェスティバルについて、

公演のための技術支援を行った。 

・神楽社中等からの要請により機器の使用方法や演出、資料作成方法についての

アドバイスを行なう石見神楽舞台設備アドバイザー講座を実施した。 

 

②公立文化施設等の能力向上 

a 企画制作の能力向上 

・「いわみキッズ塾（邦楽）江津会場」を制作。江津市の文化施設と協働し、育成

事業を実施した。（共催者：江津市総合市民センター／公益財団法人江津市教育

文化財団） 

b 舞台技術者の能力向上 

・森鴎外の縁故がある東京都文京区のシビックホール開館２０周年記念「石見神

楽公演」に舞台技術職員派遣および舞台設備貸出し協力を行い、神楽公演の経験

がない劇場の舞台技術支援を行った。 

 

③活動を支援する人材の育成 

a 財団職員の育成 

・文化事業担当職員を対象に、地域住民と劇場の連携手法について、「グラントワ

カンタート」と「しまねカンタート」を題材に劇場芸術監督から学ぶ専門研修を

予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止とした。 

b ボランティアスタッフの育成 

・不審者不審物対応訓練にボランティアスタッフも参加し、館内で有事が起きた

際の入館者の避難誘導や注意点について学んだ。 

・歴史に詳しい市民から、中世益田氏など益田の歴史文化について学ぶ研修を開

催した。 

c 舞台を支える地域人材の育成 

・舞台技術に関心を持つ方を公募し、スタッフスクールを開催した。朗読劇を題材

に、音響・照明機器の操作、本番の舞台進行を体験し、舞台技術への理解を深め

てもらう機会とした。 

・劇場に興味を抱く入口として、小学生を対象としたバックステージツアー「グラ

ントワ 夏休み！たんけんツアー」を実施した。 
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④芸術文化情報の収集・提供 

・グラントワにおいて実施される各種の文化事業や県内外の文化芸術催事情報のセ

ンター内での広報物掲示（ポスター、チラシ等の設置）やチケット販売 

・年４回発行の「グラントワニュース」による主催事業ならびにセンター利用者の催

事情報提供 

・グラントワ公式ホームページによる主催事業ならびにセンター利用者の催事情報

提供 

・周辺地域や施設、団体、個人に対して行う主催事業広報による催事情報の提供 

・グラントワ会員向けの主催事業や地域の文化芸術催事チラシ等の発送による催事

情報の提供 

・グラントワ公式 facebookによる主催事業の催事情報提供 

 

   
いわみダンスプロジェクト  アマチュアミュージック  益田糸操り人形 出前公演 

フェスティバル      （高津地区振興センター） 

 

■文化芸術活動支援事業の成果と課題 

○成果 

・「グラントワカンタートの感動を松江で」のキャッチフレーズで、２０２０年１月に

松江で初開催された大型合唱イベント「しまねカンタート２０２０」では、グラント

ワカンタートに参加歴のある首都圏の合唱団や、県内の合唱団、島根県合唱連盟、松

江市総合文化センタープラバホールや島根県民会館など、県内外の団体や施設が多

数関わっており、グラントワから始まったカンタート事業によって、合唱を通じた

文化交流に大きく寄与した。 

○課題 

・今年度の石見地域での事業展開としては、邑南町でのフランチャイズ芸術団体の演

奏会開催や浜田市の石央文化ホールでの計画はあったが、連携事業としては、数年

継続実施している江津市総合市民センターに留まったため、山間部の周辺市町での

文化活動実態の把握と連携事業の開拓が必要と考える。 

 

（４）広報・利用促進事業の実施状況 

昨年度に引き続き、地元石見地域・島根県内への「顔の見える」細やかな広報活動と、

広島・山口エリアにターゲットを定めた戦略的な広報活動や、マスメディアや SNS を活

用した広域的かつ即効性のある広報の両方を組み合わせた総合的な広報活動を展開した。

特に、冬の企画展「富野由悠季の世界」では、その成果が如実に表れた。 
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美術館入館者数は前年度実績を約 2 千人上回り、年間入館者数目標にあと一歩に迫る

結果となった。目標達成目前で新型コロナウイルス感染症が拡大し始め、美術館入館者

数が一時大きく落ち込み、その結果、目標数値に届かなかった。しかしながら、年間目標

には及ばなかったものの、学校団体の取り込みや、益田市空港対策室や地元飲食店・企

業との新たな連携など、今後につながる大きな成果を残した。 

 

① 美術館広報 

a 企画展「・と―、いろ、かたち 島根の美術室」 

４月２０日（土）～６月２４日（月） 

展覧会の内容が美術の基本を楽しく学べる内容であることから、学芸員の協力の下、

「みる・考える・話す・聴く」というコミュニケーションを通して作品を鑑賞する「対話

による鑑賞」を積極的に取り入れ、小中高校への営業活動に力を入れて取り組んだ。そ

の結果、前年度同時期の展覧会を上回る多くの児童・生徒たちに入館してもらうこと

ができた。 

また、美術館と劇場の複合施設の強みを活かした「ミューシア」をはじめ、県立益田

高等学校とのコラボレーション企画や、グラントワ・マルシェ「みんなの給食室」な

ど、多彩な関連プログラムを実施した。 

 

(a)マスメディアによる広報 

 

b 企画展 猪熊弦一郎展「いのくまさん」  

７月１３日（土）～９月１日（日） 

広島本通りをはじめ、お盆時期のしまね海洋館アクアス、萩・石見空港、石見の夜神

楽定期公演会場等、積極的に県内外へ出向きＰＲ活動を行った。 

SNS 世代をメインターゲットとし、グラントワ公式フェイスブックやインタグラム

の更新に力を入れ、ターゲット層の女性に人気の複数のウェブサイトに企画展情報を

掲載した。来場者自身による SNS投稿も多く見受けられ、SNSやウェブ媒体を活用した

広報は企画展と上手くリンクした。 

また、劇場のバックステージツアーと企画展鑑賞をセットにして、益田市内 11ヶ所

の学童保育施設へ案内状を送付し、参加した子どもたちにも保護者たちにも大変喜ん

でいただけた。 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 
ＣＭ 主催＋山口 

ニュース 3回/パブ 5回 
テレビ局 2社 

ケーブルテレビ 「ｸﾞﾗﾝﾄﾜﾁｬﾝﾈﾙ」2回                 県内で放送 

新聞 
広告 7回/記事 7回 

寄稿１回/連載 4回 
 

書籍・情報誌 20 回（広告・記事等） 県内外の媒体誌 

Web 2 回（記事等）  

facebook 25 回  企画展ポスター 

企画展ポスター 
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(a) マスメディアによる広報 

 
 

 

c 企画展「星とめぐる美術 １０の天体がいざなう現代美術」 

９月１４日（土）～１１月１８日（月） 

春の企画展で実施した「対話による鑑賞」を本展覧会でも継続実施したところ、春に

体験された学校から申し込みがあったり、教員同士の口コミで新規の参加校が増えたり

と、地道な種まきが少しずつ芽を出しつつあることが実感できる結果となった。 

山口県立美術館や、UBEビエンナーレ、三瓶自然館サヒメルなど、近隣の美術館等と

のネットワークを活かした広報に取り組んだ。 

 

(a) マスメディアによる広報 

 

  

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 

ＣＭ 主催＋山口 

ニュース 3回/パブ 2回  

県政番組 1回 

テレビ局 2社 

ケーブルテレビ 「ｸﾞﾗﾝﾄﾜﾁｬﾝﾈﾙ」2回 県内で放送 

新聞 

広告 3回 

記事・情報 12回 

連載 5回／寄稿 1回 

 

書籍・情報誌 13 回 県内外の媒体誌 

web 7 回  

facebook 38 回  

Instagram 32 回  

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 

ＣＭ 主催＋山口 

ﾆｭｰｽ 4回/パブ 2回 

番組 2回 

テレビ局 2社 

NHK 日曜美術館

他 

ケーブルテレビ 「ｸﾞﾗﾝﾄﾜﾁｬﾝﾈﾙ」 2回              県内で放送 

新聞 
広告 18回/記事 9回 

連載 5回/情報 27回 
 

書籍・情報誌 
広告 12回 

記事・情報 6回 
県内外の媒体誌 

web 7回  

facebook 29回  

インスタグラム 24回  

企画展ポスター 

企画展ポスター 
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d 企画展「富野由悠季の世界」 

 １月 1１日（土）～3月 23日（月） 

開幕記念イベントやコンサート等、富野監督本人が出演するイベントの開催をはじめ、

コアファン向け・一般客向けと 2 種類に分け実施したギャラリートークや石見会場限定

企画等、魅力的な関連プログラムを開催し、日本全国からの誘客につながった。 

益田市空港対策室と「萩・石見空港往復利用者限定！島根県立石見美術館「企画展 富

野由悠季の世界」記念イベント」を共同で造成したところ、募集枠 20名に対し、関東・

関西などから 108名の応募があり、空港利用促進の事例としても意義深いものとなった。 

また、萩・石見空港を利用して企画展に来場したり、益田市内の飲食店の利用者にオ

リジナルコースターをプレゼントするなど、地域ぐるみで企画展を盛り上げた。地域全

体が活性化するために、こうした地域一丸となった取り組みは非常に重要であり、本展

覧会はそのモデルとなったと言える。 

 

(a) マスメディアによる広報 

 

 

 

 

e 各種セレモニーの開催 

内容 開催日 備考 

企画展「・と―、いろ、かたち 

島根の美術室」 
4月 19日（金） 内覧会 

センター入館者数 500万人達成 5月 8日（水） 記念セレモニー 

企画展 猪熊弦一郎展「いのくま

さん」 
7月 12日（金） 内覧会 

企画展「星とめぐる美術 10の

天体がいざなう現代美術」 

9月 13日（金） 内覧会 

11月 17日（日） 入館者 1万人記念セレモニー 

企画展「富野由悠季の世界」 
1月 10日（金） 内覧会 

3月 20日（金） 入館者 1万人記念セレモニー 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 

ＣＭ：主催＋山口 

パブ 2回／ﾆｭｰｽ 3回、 

県政番組 1回 

テレビ局 2社 

ケーブルテレビ 「ｸﾞﾗﾝﾄﾜﾁｬﾝﾈﾙ」2回                 県内で放送 

新聞 
広告 3回 

記事 7回／連載 5回 
新聞 3社 

書籍・情報誌 22 回 県内外の媒体誌 

web 3 回  

facebook 29 回  

インスタグラム 12 回  

Twitter 82 回  

企画展ポスター 

企画展ポスター 
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②センター広報 

aグラントワ・年間イベントスケジュールの発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b マスメディアによる劇場事業広報広報 

 

c ポスター・チラシ配布による劇場事業広報 
劇場事業のポスターやチラシ、基本情報や見どころ等を的確なタイミングで発送・発信

し、来場促進・入場券販売促進に努めた。 

 

  

発行部数 30,000 部 会員約 1,800名および全国の美術館・文化施設等

約 1,600施設に発送ほか 発行回数 年１回 

媒体 本数・回数 備考 

テレビ 鑑賞事業 6事業 CM放送 

新聞 

広告掲載 23回 

告知記事 20回 

記事 25回 

ネクスト・クワイア、カンタート、 

フランチャイズ 10周年演奏会、 

ジュニア邦楽塾、歌舞伎、アウトリーチ等 

書籍・情報誌 広告、記事 28回 

教育雑誌（ネクスト・クワイア）、 

音楽雑誌（カンタート、ネクスト・クワイ

ア）、福利厚生会報誌等 

ケーブルテレビ 

ひとまろビジョン「グラ

ントワチャンネル」で毎

月事業紹介 

県内のケーブルテレビで放送 

プレスリリース 15回 育成事業、アウトリーチ等 

イベントスケジュール 2020年度版 
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d WEB公式フェイスブックによる情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 市町広報誌や情報誌などによる情報発信 
毎月１回、「広報ますだ」などの市町広報誌や「島根文化情報誌キャッチ」といった

情報誌にて情報を発信した。 

 

ｆ マスメディアとの連携による情報発信 

(a) 事業説明会の開催 

年度初めの４月５日に地元の報道各社を対象に事業説明会を開催。美術館事業・劇場

事業・センター誘客事業のラインナップや特徴的な取組みを説明した。 

(b) 地元ケーブルテレビへの出演 

地元益田市のケーブルテレビ「ひとまろビジョン」が制作する番組「グラントワチャン

ネル」に毎月１回、学芸員や文化事業課員が出演し、企画展や劇場公演、センター誘客

促進事業のＰＲを行った。 

 

③入館者実績 

 平成 30年度 令和元年度 前年比 
目標 

達成率 

開館～令和 2

年 3月末時点

の累計 

センター全体 

（目標 330,000人） 
384,024人 368,334 人 96％ 112％ 5,323,252人 

美術館 

（目標 70,000人） 
66,977人 69,293 人 104％ 99％ 1,302,627人 

劇場 

（目標 100,000人） 
147,490人 126,934 人 86％ 127％ 2,128,786人 

その他の利用 169,557人 172,107 人 102％   

 

  

facebook記事投稿数   合計 305回 

2019年 4月 15 回 10月 30回 

5月 28 回 11月 19回 

6月 29 回 12月 19回 

7月 38 回 2020年 1月 19回 

8月 38 回 2月 27回 

9月 25 回 3月 18回 
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④入場券、観覧券等の販売促進 

a 美術館観覧券の販売促進 

内容 エリア 取扱い数 

企画展前売券販売 

益田市 15ヵ所 

浜田市 3ヵ所 

津和野町 5ヵ所 

吉賀町 2ヵ所 

松江市 2ヵ所 

山口県 2ヵ所 

オンライン 1社 

企画展前売券団体販売取扱 
島根県 1団体 

広島県 2団体 

観覧券購入補助提携 6団体 

ミュージアムパスポート加入補助提携 1団体 

カード提示割引提携 16種類 

 

ｂ 劇場入場券の販売促進 

内容 エリア 取扱い数 

入場券販売 

益田市 8ヵ所 

浜田市 2ヵ所 

江津市 1ヵ所 

大田市 1ヵ所 

津和野町 2ヵ所 

吉賀町 1ヵ所 

松江市 2ヵ所 

山口県 2ヵ所 

広島県 2ヵ所 

オンライン 2社 

入場券団体販売取扱 島根県 2団体 

入場券購入補助提携 3団体 

 

⑤県（学芸員等）との連携 

常に県総務、学芸グループと意思疎通と連携を図りながら、共通認識を持ちセンター

の事業運営に取り組むよう努めた。毎月 1 回の経営会議をはじめ、企画展では開幕の半

年前から広報会議を重ね、また閉幕後には総括会議を行い、常に情報共有しながら運営

にあたった。また、各方面への挨拶回りや打ち合わせの場面でも、副センター長をはじ

め学芸課長と協働して来館者の拡大に取り組んだ。 
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⑥地域との連携 

各種文化団体、学校、観光・ホテル、タクシー、理美容組合等と連携して来館者促進

および入場券・前売券販売促進に取り組んだ。 

中でも、県、財団、益田市、津和野町、吉賀町と各教育委員会で構成する「芸術文化

とふれあう協議会」が実施する取組みは、美術館と劇場の来館促進に大きく寄与した。 

 

⑦利用促進 

a 会員制度 

グラントワの利用促進のため、「石見美術館ミュージアムパスポート」と「いわみ芸術

劇場ホール友の会」の２つの会員制度を設けている。 

 

b 誘客イベントの開催 

 

 

c ロビーコンサート（いつでもどこでも音楽祭）の開催 

 

イベント名 開催日 
来場者数 

( )は美術館入館者数 

世界を食べるグラントワ・マルシェ

「みんなの給食室」 

5月 4日 4,067 名（290名） 

七夕飾り 7月 7日～7月 14日  

開館記念感謝祭 きんさいデー 10月 6 日 8,378 名（2,936名） 

グラナリエ 2019 11月 13日～12月 23日  

内容 開催日 会場 来場者数 

田中公道テノールリサイタル 5月 19日 
大ホールホワイ

エ 
58名 

２CHELLOSロビーコンサート 6月 30日 美術館ロビー 110名 

いのくまさんが過ごしたパリの音楽 

（クラシックギター・小暮浩史） 
8月 23日 美術館ロビー 59名 

グラントワ・ユース・コール 

開館記念感謝祭 ミニコンサート 
10月 6日 

大ホールホワイ

エ 
80名 

晩秋に贈るロマンの調べ（ピアノ・池田怜

士） 
11月 24日 

大ホールホワイ

エ 
146名 

Joyeux Noel ロビーコンサート 

（デュオ・アフェッティ） 
12月 14日 美術館ロビー 87名 

低音の魅力を楽しむ～日本歌曲とオペラの

世界（メゾソプラノ・松尾奈那） 
2月 2日 

大ホールホワイ

エ 
92名 

 合計 632名 
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d グラントワ・ニュースの発行 

 

 

 

 

 e各種イベントでの利用促進活動 

県内外で開催されるイベントや各種会合等で、ブースの出店やＰＲ活動を行なった。 

 

 

 f各種イベントでの利用促進活動 

近隣市町の学校長会や各種総会など会議の中でＰＲ時間を設けてもらい、センターの

年間の事業説明や、益田市・鹿足郡の全小中学生を対象とした「特別鑑賞券」（石見美術

館年間入館無料）や、「キッズ＆ユースのための芸術鑑賞事業」（劇場公演の入場料一部

補助）など芸術文化とふれあう協議会との協働事業について紹介し、センターへの来館

促進のための営業を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

発行部数 各号 12,000部 会員約 1,800 名および全国の美術館・文化施

設等約 1,600 施設に発送 発行回数 年 4 回 

広島本通りでの団扇配布 マスコミ事業説明会の様子 

きんさいデー（美術館）の様子 島根ふるさとフェア 2020での PR 
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■広報・利用促進事業の成果と課題 

○成果 

・継続的に行っている学校団体の取り込みについては、「対話による鑑賞」を取り入

れた結果、子どもたちは勿論のこと、これまで美術館に児童・生徒を連れて来るこ

とが難しいと感じていた多くの教員たちから「美術館がこんなに楽しい場所だと

初めて知った」「この取り組みはぜひ継続してほしい」といった嬉しい声が寄せら

れた。 

・「富野由悠季の世界」展で取り組んだ益田市空港対策室や地元飲食店・企業との新

たな連携と「おもてなしの心」は、全国各地から初めて島根・益田・グラントワを

訪れた方々の心を強く惹きつけた。こうした「地方だからこそできる地域ぐるみ

の広報」は、グラントワだけでなく地域全体の活性化につながる大きな成果を残

した。 

・いずれも、「入館者数」という数字では測れない満足度の向上をねらい、長期的な

展望を持って地域での存在感を高める広報活動であった。 

企画展「富野由悠季の世界」 

館者 1万人達成セレモニー 

新聞記事 

「しまねカンタート 2020アフター

コンサート inグラントワ」 

新聞記事 

グラントワシアター爆音上映 

新聞記事 ネクストクワイア合宿 
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・劇場事業のポスターやチラシ、基本情報や見どころ等を的確なタイミングで発送・

発信し、来場促進・入場券販売促進に努めた。こうした来場者・一般向けの情報発

信と並行して、報道向けにも常に情報を発信し取材・報道いただくことで、改めて

劇場の取り組みを広く知っていただくことができた。 

 

○課題 

・グラントワが立地する石見地域は、人口が激減し少子高齢化が進むなど社会的要

因からもますます集客が厳しい状況である。広島県や山口県など広域的に広報し

ているが、令和元年度こそ天候に左右されなかったものの、積雪等の天候や交通

事情などから冬季の集客は難しく、目標入館者数に達しないこともある。入館者

の確保に努めるだけでなく、優れた展覧会の内容に対する理解を深め、広く浸透

させるなど質の担保も重視した丁寧な広報を行なって地域内外のファンを増やし

たい。 

・美術館と劇場の広報を総合的に行うことができる体制を活かし、劇場広報につい

てもより効果の高い手法を追求したい。劇場事業制作部門と広報部門の分担につ

いては、令和 3 年度からの耐震工事に伴う劇場事業の実施方針に基づいて検討し

ていきたい。 

 

（５）貸館事業の実施状況 

全ての利用者が公平・平等にセンターを利用できるよう、管理規程に基づき施設の貸出

を行い、県民の文化芸術活動の場を提供した。また、「利用者と同じ目線に立って」を基本

テーマに、早朝などの開館時間外についても可能な限り柔軟に対応し、利用者の利便性の

向上に努めた。 

令和元年度の施設利用実績は、ホール利用の減少に加え、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、稼働率・利用料金収入とも目標に達せず、特に収入面は前年度から大幅に

減少した。主催者が新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から施設利用をキャンセル

した場合、県の要請により、利用料は徴収しないこととし、納付済みの利用料については

返還を行った。少子高齢化や人口減少など石見地域全体に蔓延する社会的要因による影響

を改善させることは極めて困難であるとともに、新型コロナウイルス感染拡大状況が深刻

化、長期化している現時点では先が見えない状況である。 

行政や圏域の各種団体との連携をさらに強化し、利用促進や誘致活動に引き続き取り組

む必要がある。 

① 施設利用の実績 

〇稼働率・利用料金収入実績 

施設名 年間目標 実績 前年度実績 

大ホール 60％  55.6％  62.2％  

小ホール 70％ 54.8％ 68.3％ 

スタジオ１ 75％ 61.1％ 71.1％ 

スタジオ２ 85％ 82.0％ 83.1％ 
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多目的ギャラリー 65％ 50.6％ 61.9％ 

利用料金収入 25,000,000円 22,024,042円 25,697,722円 

 

② 利用料金の設定 

利用者にとって分かりやすく、かつ施設・設備の内容を踏まえた適正な受益者負担

となる利用料金を指定管理期間当初から設定して運用している。 

また、県民の主体的な文化芸術活動や公益上必要と認められる場合は利用料金を減

免し（減免対象は次項参照）、施設の利用促進と県民の文化活動の活性化を図っている。 

 １０月には消費税増税に伴って利用料金を改定し、引き続き適正な受益者負担と

なるよう運用している。 

 

③ 減免の実施 

 学校・保育園等７８件、教養講座２９３件、文化団体ほか４３件、合計４１４件の

減免を適用し、施設利用の活性化につながった。 

 

《減免対象一覧実績》 

減免対象事項 減免率 

１ 
保育所又は学校が主催して、乳幼児、小学生及び中学

生のために教育的、文化的な催し物を行うとき 
５割 

２ 
教育委員会又は学校が主催して、生徒及び学生のため

に教育的文化的な催し物を行うとき 
２割 

３ 
公共的団体が、慈善を目的として行う芸術文化公演事

業 
３割 

４ 
芸術文化鑑賞を目的とする団体が、年間４回以上行う

芸術文化鑑賞事業 
２割 

５ 
島根県文化団体連合会及び島根県芸能文化協会、また

はそれらの加盟団体が行う芸術文化事業 
２割 

６ 
月２回以上定期的に利用する場合で、理事長が教養講

座として認めるもの 
２割 

７ 
月２回以上定期的にスタジオ１を文化団体が利用す

る場合で、理事長が認めるもの 
５割 

８ 
公共的団体の内、障がい者団体・福祉団体等が主催し

て行う大会等で理事長が認めるもの 
２割 

９ その他、理事長が特に認めるもの ２割 

 

 

（６）利用者サービス向上 

「おもてなしの心で接するサービス体制の充実」を基本テーマに、利用者に対し常に
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親切丁寧な受付や案内を心がけるとともに、障がいの有無や年齢に関わらず、すべての

県民が等しく文化芸術に親しむことのできる場の提供を目指し、サービスに取り組んだ。 

 

①利用者サービス 

a 施設運営サービス 

大ホール小ホールをはじめ施設の利用にあたって、舞台技術職員が利用アドバイザ

ーとなり、効果的な劇場の利用時間、部屋割り、公演に要する人員配置などについて相

談を受け助言を行なった。定期的に利用する団体については蓄積したデータを活用し、

よりスムーズな公演運営ができるようサポートした。 

また、屋外施設である中庭広場の利用に際して、悪天候や早朝などの漏電対策や仮

設照明を設置し、事故防止のための対応を行なっている。 

 

b 施設見学や下見への対応 

利用を検討している方の下見はもちろんのこと、建築物として高い評価を得ている

グラントワには、学生や建築関係者が全国から多数訪問するため、可能な場合にはホ

ール内部も含め最大限見学できるよう積極的に視察や見学を受け入れている。また、

ホール利用がない時には、誰でも見学できるようホワイエ部分など一部を開放してい

る。 

 

c 鑑賞サポート、バリアフリー設備・備品の備え 

高齢者や障がいのある方のために貸出用の車椅子（電動２台、手動８台）やシルバー

カー、杖、筆談ボードなどを備えているほか、大ホール小ホールで利用することのでき

る赤外線式補聴装置について公演パンフレット・チラシに掲載し、誰でも利用できる

よう案内している。 

主催公演時の無料託児サービス、授乳室やベビーカーの備えなど乳幼児連れの親子

も利用しやすい環境を整えており子育て支援に繋がっている。また、子ども用の高さ

調節クッション・ひざかけの貸出、オペラグラスの貸出といった様々な鑑賞サポート

を行い、誰もが楽しめる鑑賞環境づくりに努めている。 

 

d 駐車場の確保と案内 

満車が予想される施設利用がある場合は、事前に外部の駐車場（益田市役所、県合同

庁舎）にグラントワから使用申請をして、最大限の駐車可能台数を確保している。満車

予想時には交通整理係員を配置し、空きスペースへの誘導や車の事故防止に努めたと

ともに、敷地外駐車場の案内用地図や誘導看板を作成し利用しやすい環境を整えてい

る。 

 

②利用時間、休館日 

 センター 劇場 美術館 

開館時間 ８時４５分 ９時００分 １０時００分 
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※センター、劇場については利用者の要望に応じて開館時間外の繰り上げや延長など

柔軟に対応した。 

※以下の休館日は臨時開館し、美術館の誘客や観光客等利用者の便宜を図った。 

美術館臨時開館：４月３０日 

センター臨時開館：８月１３日、１月２日～３日（１２月２８日～２９日と振替） 

          １０月２３日（１０月２９日と振替） 

 

③利用者の要望、苦情その他の対応状況 

a アンケートや聞き取り等による満足度調査 

 

b 要望や苦情等の状況 

（電話やメール等による録取、美術館アンケート記載事項より） 

 

（７）施設の維持管理・危機管理の実施状況 

「安全、安心な施設運営の確立」を重点テーマに掲げ、危機管理に対する訓練や研修を

関係機関と連携して行っている。令和元年度は年度内２回の消防訓練、不審者・不審物対

閉館時間 ２２時００分 ２２時００分 １８時３０分 

休館日 
第２・第４火曜日 

12/30～1/3 

センター休館日と 

同じ 

毎週火曜日 

12/30～1/3 

区分 アンケート、モニタリング数 目標 実績 

施設利用者 約 150団体 95％以上 97％ 

美術館来館者 約 300人 90％以上 97.7％ 

文化事業入場者 約 5,000人 90％以上 98.6％ 

類型 発生件数 主な内容 

施設・設備 5 

・ホールの座席番号が見えにくい 

・トイレをウォシュレットにしてほしい 

・貸出備品（楽器）を増やしてほしい 

空調 8 ・館内、ホール内が暑い 

駐車場 7 

・駐車場が少ない、増やしてほしい 

・近隣私有地への迷惑駐車 

・駐車場満空表示、案内が少ない 

事業制作 4 

・チケット販売チャネルの拡充要望 

・映画上映回数の拡充要望 

・邦画字幕版の上映を希望（聴覚障がい） 

応対・案内 1 ・ホール客席通路での撮影注意に対する苦情 

テナント関係 4 ・レストランの料金設定が高い、接遇が悪い 

近隣住民 2 
・美術館搬入口トラックアイドリングによる騒音苦情 

・グラントワ敷地内樹木の落葉に対する苦情 

美術館 2 
・音声ガイドが欲しい 

・アートライブラリー利用方法がわからない 

合計 33  
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応訓練を実施した。 

また、施設の維持管理について、専門業者による定期点検や指定管理者による自主点検

など適切な管理により故障・事故等の防止に努め、来館者や利用者の安全を確保した。保

守点検等による予防保全に努め、不具合が発生した場合は県と連携し速やかに修繕を行う

よう心がけているものの、開館から十余年が経過し施設設備の経年劣化、使用劣化による

不調や不具合の発生、設備の部品供給停止による修理不能も出始めており、保守点検でも

指摘されているとおり、機器更新などの対策が引き続き必要となっている。 

また、近年の夏季の気温上昇の中、冷房能力が追いつかず利用者の熱中症発症が増加し

ている。建物の構造上の問題や、開館時からの周辺住民との騒音に対する配慮も必要なた

め解決策は単純ではないが、安全・快適な施設運営を行ううえで解決が急がれる課題とい

える。 

 

① 施設の維持管理について 

指定管理業務の仕様基準に添って点検･検査を適切、確実に履行し、県が定めた中長期

修繕改修計画を基に施設設備の予防保全に取り組むとともに、清掃部門、警備部門、テ

ナントのショップ、レストランと協力し、設備や備品の維持管理に努め長寿命化を図っ

ている。 

 

a 外部委託内容、進行管理 

施設運営業務及び日常的な自主点検やメンテナンス、予防的修理などは指定管理者

で行い、再委託が必要な業務については、以下の考え方を基本として委託した。 

○再委託を行う対象業務 

・特殊専門性を必要とする業務 

・範囲の限られる単発的な業務 

・設備・備品製造元から維持管理事業者が指定されている業務 

・専門事業者に再委託した方が、適切な業務を安価に実施できる業務 

 

 

○再委託先の選定方法の考え方 

・基本として県内業者を優先して入札 

・特殊業務で県内に該当の事業者がいない場合は、県外事業者も対象 

・特殊業務で対応できる事業者が限定される場合には、随意契約 

・故障が発生した場合、早急に対応できる事業者を優先 

・専門的な技術力の保持、製造メーカーの研修に参加している事業者を優先 

 

○再委託業務の進行管理方法 

再委託も利用者からみれば指定管理者業務であり、その品質管理責任は指定管理者

にあることから、以下の方法で進行管理を行った。 

・仕様書は、業務に求める内容、要素を明確にする 

・作業報告書の提出を求め、現場確認をする 
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・事前協議や定期的に連絡会議を開催し、職員と情報を共有する 

 特に、警備・清掃業者とは定期的に連絡会を行うほか、日々の利用状況等の情報交

換を行っている 

・消防訓練や人権研修など職員と同様に参加する 

 

b 補修・修繕の状況 

急を要する修繕など合計２２件を指定管理者負担で実施した。 

 

c ホール運営業務 

 「地域文化を舞台技術でサポートする」を基本テーマとし、劇場の舞台機構・音響・

照明の各設備を専門性をもって円滑に管理、運用した。窓口、電話等により劇場利用者

と打ち合わせを行い、利用者が要望する舞台演出のサポートを行うとともに、効率的

な劇場の利用時間、部屋割り、準備・本番に要する人員配置などについての助言を行な

った。近年は、観客や出演者も舞台演出に対して要望するレベルが高度かつ多様化し

ており、職員は劇場設備を活用してその要求に応じられるよう、外部で開催される舞

台技術研修会へ積極的に参加し、最新舞台技術と知識を習得するなど技術向上を図っ

ている。 

また、センター内外において主催する文化事業の舞台技術に関するプランニング、

設営、オペレート、機材の調達など舞台運営を担ったほか、美術館の企画展内覧会や協

働イベント「ミューシア」での舞台設営、音響、照明、映像技術を担当した。 

劇場職員による舞台機構や備品の自主点検、予備部品や消耗品の補充、および予防

的修理などの運用業務を適切に行ない、舞台設備の不意な故障により劇場運営に支障

が出ないよう、劇場職員が保守点検時に機器復旧方法などを確認し、劇場職員で迅速

安全な対応が行なえるよう努めた。 

また、平成３１年２月から適用された高所作業時のフルハーネス型墜落制止用器具

の使用について、特別教育の受講が必要となる労働安全衛生法施行令等の改正に対応

し、業務上必要な劇場職員が受講を済ませた。安全な舞台作業のために、事故防止策、

安全に対する注意喚起を行っていく。（令和１年度 舞台相談窓口利用件数 １６１件） 

 子どもから大人まで舞台空間を体験し楽しむことで将来の文化芸術活動につながる

機会となるよう、舞台技術や設備についての知識や技術の普及に力を入れており、小

学生向けの「グラントワ 夏休み！たんけんツアー」や一般向けのバックステージツア

ーを実施した。見学希望者には舞台のほか、グラントワ全体の施設案内を積極的に行

なった。 

 舞台技術について多くの方に知ってもらうため舞台スタッフスクールを開催した。

益田市の朗読団体の朗読劇を題材として、音響・照明機器、舞台設備の取扱いを体験し

てもらい舞台技術に関心を持ってもらう機会とした。 

グラントワが発行している情報誌「グラントワニュース」には、読者が舞台の仕組み

について楽しんで知識が得られるよう舞台技術関連の記事を投稿している。また、職

場体験の学生や実習生に舞台作業の危険性や安全への取り組みを説明する舞台安全実

習、劇場利用者とかかわる舞台技術者の役割について説明し、劇場と舞台技術者への
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理解を深めてもらう機会とした。 

 

小学生向け夏休み！たんけんツアー 
一般向けバックステージツアー 

スタッフスクール（朗読劇） 美術館との協働事業「ミューシア」 

舞台相談、アドバイス、技術支援 石見神楽団体への支援 

 

 

②危機管理体制について 

定期的に敷地内を巡回し危険箇所等をチェックするなどの日常点検や、事故・苦情報

告書をもとに事例の蓄積による注意喚起や事前防護策を協議し、災害・事故防止へ取り

組んだ。 

また、ガラス張りの面積が大部分を占める建物の構造上、夏の猛暑時には館内がかな

り高温となるため、事前策として日よけを設置し、来館者に熱中症患者が発生した時な

どの緊急時対策として応急処置用の備品を常備した。 

不審者に備え、館内の連絡系統を見直し、迅速な対応ができるよう体制を整えた。 

新型コロナウイルス発生による感染防止策として、利用者・来館者への注意喚起や職

員による各施設のドアノブやトイレ等の消毒を１時間おきに実施し感染防止に努めた。 
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その他、各関係機関と連携して危機への備え、訓練等に努めた。 

 

実施日 事業 実施内容 連携先 

随時 催物情報提供 
テロ対策、大規模事業の警備強化のた

めの情報共有        ※随時 
益田警察署 

11/12 
不審者・不審物対

応避難誘導訓練 

通報訓練・避難誘導訓練及び不審者対

応訓練 
益田警察署 

9/24 

3/10 
消防訓練 通報訓練、避難誘導訓練、消火訓練 益田広域消防 

随時 
施設周辺・館内

警備 

警察署員による警ら、私服警察官によ

る警備 
益田警察署 

 

③個人情報の取り扱いについて 

ａ 個人情報の取得 

施設利用者や事業参加者、友の会会員、記名アンケート等、利用目的を特定し適正な方

法で取得している。 

 

ｂ 個人情報の利用 

個人情報保護の重要性を認識し、利用目的の範囲内で利用している。 

 

ｃ 個人情報の管理体制 

個人情報保護士と各課責任者によるチェックを実施する。問題があれば、総括責任者

に報告し即時改善し管理を徹底する。また、業務を外部に委託する場合、契約書に個人

情報管理について項目を必ず盛り込み、個人情報管理状況について確認を行っている。 

 

④グラントワボランティア会について 

グラントワボランティア会は、島根県芸術文化センターの運営において欠かすことの

できない協働者であり応援団であり、素晴らしい県民主体の人的財産である。令和元年

度は、68名（延べ 99名）の方々が 11の部門に分かれて積極的にボランティア活動を行

った。 

安心して活動に取り組めるようボランティア保険へ加入し、研修会や研修旅行を実施

してモチベーション向上に繋げるなど、指定管理者や支援団体からの予算措置により活

動の充実を図るとともに、担当職員を配置することにより指定管理者と連携・協働して

会を運営することができた。 

開館時から活動を続ける熱心な会員も多い一方で、会員の高齢化や固定化が進み、会

員の減少とグループによっては弱体化傾向がみられる。新規会員獲得のため、周辺市町

の広報紙に募集記事を掲載した。今後も長期的な視点で会員募集に努める。 
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≪ボランティア会 各グループと活動内容≫ 

No. 活動グループ名 人数 活動内容 活動状況 

１ イベント 10名 

グラントワ事業の企画・実行 

（マルシェ、夏祭り、正月企画

、カンタート等） 

月１回の定例会 

２ ワークショップ 2名 育成･創造事業のサポート 要請に応じて実施 

３ 美術館 5名 企画展関連事業のサポート等 要請に応じて実施 

４ 神楽衣装 5名 子ども用神楽衣装の制作 月１回の定期作業 

５ 情報発信 5名 
ボランティア通信の作成 

当館関連記事のとりまとめ 

月１回の定期作業 

他 随時 

６ フロント 24名 
自主文化事業のフロント業務 

客席管理業務 

月１回の定例会ほか 

要請に応じて実施 

７ 生花 10名 館内２３箇所への生花設置 
夏場週２回 

冬場週１回 

８ 映画 6名 
グラントワシアター上映作品

の選定アドバイスと運営協力 
要請に応じて実施 

９ ギャラリートーク 7名 美術館企画展・常設展の説明 適時実施 

10 発送 24名 
各種発送物の発送作業サポー

ト 

毎月１回の発送作業 

企画展案内発送作業 

11 放送 1名 
自主文化事業の影アナウンス

業務 
要請に応じて実施 

計 99名  

 

≪ボランティア会全体 年間活動実績≫ 

事業名 事業内容 備  考 

ボランティア役員会 ボランティア活動の報告・協議 ２ヵ月に１回 

ボランティア交流会 
・美術館企画展の説明 

・センター長を囲んでの懇親会 
４月１８日 

ボランティア研修会 フロントボランティア接遇研修 毎月1回自己研修 

ボランティア研修旅行 
「澄川センター長の作品鑑賞ツア

ーin横浜」（3月16～18日） 

新型コロナウイルス感染

予防のため中止 
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（８）管理運営の体制 

①組織体制 

「総務広報課」「舞台技術振興課」「文化事業課」の３課を設置。 

 総務広報課アテンダントグループでは、美術館の受付や監視を担うミュージアムスタ

ッフを令和元年度からパートタイム勤務として通年で雇用し、コレクション展のみの期

間も安定的に運営できる体制を整えた。 

 

a組織図 

※令和元年度末時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

b勤務シフト 

時差勤務や長時間勤務・短時間勤務の組み合わせなど、柔軟な勤務シフトによる効率

的・効果的な運営を行った。 

○開館時間：午前８時４５分～午後１０時 

○受付時間：午前９時～午後６時３０分（美術館受付は午後６時まで） 

また、令和２年４月からの石見美術館の開館時間変更に対応するため、関係する部門

の勤務シフト見直しを行った。 

 

■勤務シフト例 

長時間勤務 短時間勤務 時差勤務 
非常勤職員 

（ミュージアムスタッフ） 

8:30～18:15 8:30～16:15 9:30～18:15 9:30～15:45 

8:30～19:15 8:30～15:15 9:50～18:35 10:50～17:05 

8:30～20:15 8:30～13:15 10:30～19:15 11:50～18:05 

8:30～21:15 8:30～12:15 10:45～19:30 12:15～18:30 

10:30～20:15 9:30～17:15 11:30～20:15 
 

 12:30～21:15 

予算経理、施設貸与事業、利用者
サービス、施設維持管理 

美術館広報、センター広報、センタ
ー誘客事業、券売促進、WEB 等管理 

総合カウンター業務、入場券観覧
券販売、観光案内、美術館監視 

施設維持管理、ホール利用支援、
舞台技術普及・専門人材育成 

センター内及び石見圏域での鑑賞・
育成・創造・文化芸術活動支援事業 

芸術監督：栗山文昭（非常勤） 

芸術総合アドバイザー：佐藤克明（非常勤） 

総務グループ 

広報グループ 

アテンダントグループ 

舞台技術振興課 

文化事業課 

※非常勤雇用含む 

総務広報課長 

舞台技術振興課長 

文化事業課長 

館長 
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c資格者の配置 

指定管理業務協定書・仕様書に基づき、必要な人員を配置した。また、資格取得費

用の補助や資格手当の支給などを通し、職員の資格取得を推奨している。 

 

② 職員研修の実施状況 

職員の能力開発やレベルアップを図るため、各担当業務の専門研修に参加したほか、

全職員を対象にした人権研修や障がい者理解のための研修、危機管理の研修を実施し

た。 

  

 研修名 場所 日程 参加者 

新入職員フォローアップ研修 島根県民会館 4/9-10 職員 1名 

足場の組立て等特別教育 

広島商工会議所 

4/16 

職員 2名 フルハーネス型墜落制止用器具特別

教育 
4/17 

全国公文協 総会・研究大会 
豊中市立文化芸術セ

ンター 
6/6-7 

館長 

職員 1名 

島根県公文協 幹事会・総会 
雲南市チェリヴァホ

ール 
6/13 館長 

財団勉強会 島根県民会館 

6/14、7/3 

8/5、9/30 

11/7、1/28 

2/28 

職員 2名 

熱中症応急手当講習 グラントワ 7/8 全職員 

チケット販売システム活用研修 島根県民会館 8/27 職員 2名 

鑑賞支援コーディネーター育成講座 

[基礎編] 
島根県民会館 8/29 職員 6名 

消防訓練 グラントワ 9/24 全職員 

島根県 広報専門研修 浜田合同庁舎 10/4 職員 1名 

劇場音楽堂等連絡協議会 公開シン

ポジウム 
ロームシアター京都 10/14 職員 1名 

接遇・基本対応研修 グラントワ 9/25、 
アテンダン

ト 3名 

不審者・不審物対応訓練 グラントワ 11/12 全職員 

全公文中四国支部 業務管理研究会 
香川県レグザムホー

ル 
11/14-15 職員 1名 

鑑賞支援コーディネーター育成講座

[実践編] 
島根県民会館 11/17 職員 1名 
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（９）収支状況 

各種大会・コンクールなど大型のホール利用が集中した前年度に比べ、夏頃から利用料

金収入は大幅に減少し、さらに２月頃からは新型コロナウイルス感染拡大の影響による利

用キャンセルが相次ぎ、目標額には到底及ばなかった。ただし、利用料金の大幅減収は早

い段階で予測していたため、経費削減や効率化に一層取り組み、収支バランスの改善を図

るよう努力した。 

文化事業では、外部資金として文化庁や地域創造などの各種助成金を活用し、育成・創

造事業を充実して実施することができたとともに、多彩なジャンルの公演や次年度への展

開を見据えた事業にも着手できた。 

 

〇外部資金の活用 

助成または受託 事業名 

文化庁： 

劇場・音楽堂等機能強化推進事業 

（ネットワーク強化事業） 

演劇公演・こまつ座「化粧二題」 

演劇公演・世田谷パブリックシアタープロデュー

ス「お勢、断行」 

文化庁： 

劇場・音楽堂等機能強化推進事業 

（地域の中核劇場活性化事業） 

池辺晋一郎＆Ｎ響団友オーケストラ 

フランチャイズ芸術団体 10周年記念コンサート 

島根邦楽集団第十四回定期演奏会 

グラントワ弦楽合奏団第９回定期演奏会 

いわみ舞台塾・フランチャイズ芸術団体育成 

いわみキッズ塾 

アートマネジメント人材育成塾 

研修名 場所 日程 参加者 

地域別劇場音楽堂等職員アートマネ

ジメント研修会（中四国地域） 

徳島市シビックセン

ター 
12/5-6 職員 1名 

地域別劇場音楽堂等技術職員研修会

（中四国地域） 
シンフォニア岩国 1/16-17 職員 3名 

ステージテクニカルアカデミー 島根県民会館 1/29-30 職員 2名 

島根県公文協 実務者研修 
雲南市チェリヴァホ

ール 
1/30 職員 2名 

全公文 アートマネジメント・舞台技

術研修会 2020 

国立オリンピック記

念青少年総合センタ

ー 

2/4-7 職員 6名 

認知症サポーター研修 グラントワ 3/3 全職員 

消防訓練 
グラントワ 3/10 全職員 

人権・同和問題研修会 



53 

 

鑑賞者育成事業～グラントワアートサロン 

益田糸操り人形 後継者総合養成事業 

益田糸操り人形 グラントワ公演 

いつでもどこでも音楽祭（ロビーコンサート） 

美術館×劇場  ミューシア 

ごうぎん島根文化振興財団助成事業 
しまねカンタート 2020 アフターコンサート in 

グラントワ 

地域創造： 

地域の文化・芸術活動助成事業 
しまね地域伝統芸能祭 プレ事業 

首都圏へのグラントワの魅力発信強

化事業 

美術館×劇場  ミューシア 

鑑賞者育成事業～グラントワアートサロン 

しまねカンタート 2020 アフターコンサート in 

グラントワ 
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４．八雲立つ風土記の丘 

 

（１）取組み概要 

指定管理第３期の５年目として一層の来館者へのサービスの向上や業務改善に努めた。 

管理部門では、あんしん安全に利用して頂けるよう、風土記の丘展示学習館やガイダ

ンス山代の郷のほか、周辺の管理史跡の巡視、除草、樹木の管理を重点的に行った。春か

ら秋にかけて親子等屋外の利用者が非常に多いため、乗用型草刈り機を活用し、効率的

に維持管理できるよう努めた。 

学芸部門では、常設展のほか歴史文化の情報発信と調査研究の成果として開催した企

画展「水辺の祭祀と出雲」のほかミニ企画展２本、発掘速報展を実施した。また、全国の

風土記の丘で唯一の風土記植物園を活用した植物園教室を開催した。そのほか、風土記

の丘への理解と関心を高めていただくため、地域と連携して「第 1 回出雲国府健康ウォ

ーク」の開催や様々な普及体験事業を実施した。 

県内約 70館が加盟する「しまねミュージアム協議会」の事務局として、情報交換や合

同研修などを行ったほか、「しまねバーチャルミュージアム」サイトを運営し、島根のミ

ュージアムの活動を発信した。 

３月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で事業が延期及び中止となり、業務調整

を行った。 

 

①維持管理に関する業務 

○風土記の丘展示学習館やガイダンス山代の郷の施設設備 

・建物、設備の長寿命化を図るため日常点検、定期点検を実施した。 

○風土記の丘地内に点在する管理史跡等（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、山代郷正倉跡、

乃木二子塚古墳）の維持管理 

・主に除草、樹木剪定と枝打ち、ゴミ拾い等を定期的に行った。 

・管理地境界における苦情・要望には早急な対応を心掛けた。 

 

②歴史文化の情報発信と調査研究 

 常設展では、年度後半に、東京国立博物館の特別展「出雲と大和」（令和 2 年 1 月 15

日～3 月 8 日 ※新型コロナウイルス感染防止のため 2 月 26 日で閉幕）や、松江歴史館企画展

「松江市につたわる指定文化財」」（令和 2 年 2 月 11 日～）に風土記の丘常設展の目玉で

ある重要文化財等を出展したため、その期間は普段あまり展示していない資料を公開し、

対応した。 

企画展・ミニ企画展では、平成 30年度の発掘速報展及び新元号制定に合わせた特

別企画「出土品・古文書に見る元号」をスタートに、7月から 9月にかけて、こど

も・親子向けに「風ちゃんとドッキー博士のどきどき考古学」を開催した。身近な遺

跡や出土品を展示し、考古学を身近に感じてもらい、手に取り感触を確かめることの

できるコーナーを設け、当館学芸員が連載した山陰中央新報「週刊さんいん学聞」に

登場する風ちゃんとドッキー博士による解説付きパネルでこどもにも分かりやすく解
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説する展示を行った。会期中には子どもが楽しんで学習できるようにオリジナル学習

セット(フドキノハジメ)を配布したほか、土器づくりやこども新聞教室を開催した。 

10 月から 3 月にかけ企画展「水辺の祭祀と出雲」とミニ企画展「変わりゆくお金ス

タイル～古代から現代まで～」を開催し、新年には和同開珎せっけんのプレゼントを

行った。風土記の丘地内及びその周辺から出土した資料を中心に、関連する地域の資

料を展示した。 

 

○魅力ある展示事業 

事業名 開催日 入場者数 

企画展「水辺の祭祀と出雲」 10/5～12/8 2, 329人 

ミニ企画展「風ちゃんとドッキー博士のどき

どき考古学」 

7/13～9/2 1,947人 

ミニ企画展「変わりゆくお金スタイル～古代

から現代まで～」 

12/21～3/15 1,980人 

速報展 1「平成 30年度速報展」 3/23～5/12 4,702人 

新元号記念「出土品・古文書に見る元号」 3/23～5/12 4,702人 

速報展 2「平成 31年度速報展」 3/28～5/10 330人 

ガイダンス山代の郷ロビー展 

『古代出雲の薬草再発見』  

『北雅之 木版画展～旅のスケッチから～』 

 

10/2～11/24 

3/4～4/20 

 

1,154人 

508人 

 

○調査研究 

・収蔵資料及び借入資料に関する調査研究を行った。 

 

〇入館者実績 

 展示学習館 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ山代の郷 
入館者合計 

入館料 入館者 入館者 

平成 30 年度 1,424,700 16,025 7,574 23,599 

令和 1 年度 1,237,300 15,348 8,463 23,811 

 

③青少年等の学習及び交流の場の提供 

    普及活用事業では、例年通り「こどもまつり」「月の宴」「国府まつり」を開催した。

「こどもまつり」は天候にも恵まれ、多くの家族連れで賑わった。「月の宴」は中秋の

名月に合わせ、山陰の楽団によるガムラン演奏とバリ舞踊を開催。「国府まつり」は今

年度から内容を変更し周辺の史跡をクイズを解きながら周遊する「第 1 回出雲国府健

康ウォーキング」を行った。また、年間を通じ、多彩なワークショップを開催し、多

くの参加者があり好評であった。 
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○交流・交換の場事業 

・「こどもまつり」 5/5 来場者 2,000人 

・「月の宴」 9/14 来場者 520人 

・「国府まつり」10/5～11/16 来場者 180 人 

・「植物園教室」年間 3回実施 参加者 53名 

○普及・体験事業 

・「風土記の丘教室」、「茶臼山登山」、「史跡見学会」、「夏休みこども風土記の丘教室

（土器づくり・土器の野焼き・こども新聞教室）」、「稲刈り体験」、「七草がゆを食

べよう」、「歴史ウォーク」等を実施した。 

※ふどきのおか日和、レンタサイクル事業は、島根県からの委託事業として実施 

○その他の事業 

・歴史・考古学ツアー等を含めた館内見学者対応、ニュースレター・館報の発行 

 

④ インターンシップ・職場体験事業 

   中学生は、地元の歴史および史跡等の価値を知ること、そして風土記の丘の業務を理

解していただいた。高校生及び大学生においては、考古学に関する業務を目指す生徒

や今後の方向性を考える生徒を受けいれ、博物館における業務他管理全般を体験した。 

・インターンシップ受入：佐賀大学 1名、広島文教大学 1名、 

島根県立大学(松江)1名、島根県立大学(浜田)1名 

・職場体験受入：松江農林高校 1名、松江第四中学校４名 

 

⑤職員研修の実施状況 

 

 研修名 場所 日程 参加者 

しまねミュージアム協議会総

会・春の研修会 

ニューウェルシティー出

雲・島根花の郷・出雲民藝館 
6/13 4 

学芸員研修 
出雲市・大念寺古墳、上塩冶

古墳 
6/14 4 

日本博物館協会 全国博物館

長会議 
文化庁 7/3 1 

ＩＣＯＭ国際博物館会議 京都市 9/3～9/5 2 

日本博物館協会全国大会 京都歴彩館 9/5 1 

バリアフリー研修 島根県民会館 9/30 1 

日本博物館協会中国支部会・

しまねミュージアム協議会秋

の研修会 

松江歴史館 
10/24 ～

10/25 
4 

全国風土記の丘協議会 栃木県 なす風土記の丘 11/7 1 

学芸員研修 
兵庫県・京都府内博物館及

び史跡 
11/21 2 
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⑥歴史文化資料等の提供 

展示図録、発掘調査や出土資料に関する専門的で入手が困難な出版物などを提供す

るとともに歴史文化に関する図書やグッズを提供することで古代の歴史文化や風土記

の丘を理解し関心を高めていただいた。 

 

⑦八雲立つ風土記の丘友の会 

風土記の丘の応援団的存在である友の会では、文化財散歩、研修旅行・意宇六社めぐ

り・山城登山を主催で実施したほか、月の宴では、お茶席を運営するなど風土記の丘と

協働で事業を実施した。 

 

⑧ボランティアの受け入れ 

・ボランティアガイド「出雲國まほろばガイドの会」と連携し館内の案内やイベント

時のワークショップ運営を行った。 

・文化庁「文化遺産総合活用推進事業」として、ガイド養成講座を実施し、ボランティ

アガイドの養成を行った。 

・地域の植物を観察する会「ニレの会」の協力を得て植物園の管理を行ったほか、代 

表者による「風土記植物園助言指導会」を開催した。 

・少年友の会（松江地方裁判所）は毎月一回、植物園清掃や図書整理を行った。 

・天理教の奉仕作業として風土記の丘地内の草取りや堀の清掃を行った。 

・「古志原ボランティアの会」や「ボランティア菜の花」から「こどもまつり」などの 

イベント開催時の協力を得た。 

・個人参加の施設維持ボランティアが年間を通じ環境整備を行った。   

 

⑨しまねミュージアム協議会運営（自主事業） 

・事務局業務、研修会開催、しまねバーチャルミュージアム運営を行っている。 

 

⑩成果と課題 

・「見返りの鹿」埴輪など当館を代表する資料を出展した東京国立博物館の「出雲と大

和」は、後半は新型コロナウイルスの影響を受けたものの、反響が大きく、風土記の丘

の PR にも繋がったと期待している。 

・入館者数は減少傾向にあり、引き続き学校団体への呼びかけや SNS 等を利用した情

報発信に努める。 

・風土記の丘を拠点に出雲国分寺跡等の史跡を巡る「第 1 回出雲国府健康ウォーク」

は、地元の公民館や体育協会、自治協会と協働で実施し、多くの参加があり盛況であっ

た。ボランティアガイドがポイントごとに説明を行ったのも好評であり、このような

地域と連携した取り組みを今後も積み重ねていきたい。 

・開所４７年を迎え、各設備の老朽化による不具合が多くなり修繕費用も増えている。

史跡周辺の樹木も年と共に成長したため、隣接する民家に支障が無いよう管理運営に

努めているものの、建物を含めた設備および樹木管理は今後を見据えた計画的な対策

が急務となっている。 
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５．島根県立少年自然の家 

長年の運営で培ってきたノウハウを基に、利用者ならび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取り組んだ。 

また、使用料ならびにシーツ利用料の徴収事務を適切に行うとともに建物、設備等

の維持管理を行った。 

 島根県立少年自然の家管理補助業務委託契約に基づき実施した業務は下記のとおり。 

 

①施設維持管理業務 

・ 県有自動車（送迎用マイクロバス、ワゴン、軽トラック）の運転並びに維持管理業務 

・ 施設設備の維持管理業務（空調機器、給排水・消火設備、電気設備等） 

・ 環境整備業務（植栽の草刈り、剪定等） 

・ 野外教育施設・設備・教具の維持管理業務（ケビン棟、炊飯場等の野外教育施設） 

・ 室内活動施設の維持管理業務（体育館、創作棟） 

・ 宿泊棟、管理棟等の維持管理業務 

・ 給食の維持管理業務（衛生管理、アレルギーへの配慮、新鮮かつ安全な食材確保等） 

（令和元年度実績 延べ3万４千食以上提供） 

・ その他の維持管理業務 

  

② 施設運営補助業務 

・管理業務（広報・啓発、運営委員会開催、予算執行・管理） 

・施設運営補助業務(年間の事業等スケジュール決定、使用許可、受入、備品管理等) 

・施設使用料及びシーツ利用にかかる料金の収納事務 ほか 

 

 ③主催事業運営補助業務 

  ・少年自然の家が主催して行う自然体験学習事業の補助 

 

○自然体験学習事業一覧＜実績＞ 

NO． 事 業 名 実施時期 参加者等(人） 備考 

1 
利用団体指導者研修会（前期） 

利用団体指導者研修会（後期） 

前期 4/25～26 

後期 7/25～26 

３９ 

２２ 
 

2 オープンデー 10/27 ４３７  

3 チャレンジ・ザ・サマー 7/11～12 １２０  

4 
Let's Tryジュニア・サマー

キャンプ 
8/1～6 １６  

5 ミニ・キャンプ  
① 8/11～12 

② 8/17～18 

４２ 

３９ 

14 家族 

11 家族 

6 子ども探検隊 in自然の家 10/19～20 ２８  

7 森と海のつどい 11/9～10 ４１  



59 

 

8 かわいい子には旅をさせよう 
① 11/30～12/1 

② 12/7～8 

３２ 

３２ 

小１ 

年長 

9 ジュニア・ウィンターキャンプ R2.1/11～13 １９  

10 ボランティア養成講座 R2.2/15～16 ２２  

11 ちびっこわくわくでー 毎月 1 回 ６２５ R2.1・3（除） 

 合計  １,５１４  

 

〇令和元年度 宿泊棟・ケビン 研修者数並びに宿泊者数  

・宿 泊 棟：研修者数２２，６９１人  宿泊者数６，１５２人 

・ケビン等：研修者数３０２人     宿泊者数１２４人 

 

 
チャレンジ・ザ・サマー 

 

ジュニア・サマーキャンプ 

 

ミニキャンプ  

ジュニア・ウインター・キャンプ 

 

森と海のつどい 

 

かわいい子には旅をさせよう 

（家族と離れて１泊２日） 

 

 


