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八王子市夢美術館管理運営業務（３期目）仕様書 

 

 八王子市夢美術館（以下「美術館」という。）の指定管理者が行う業務について、業務

の内容、その範囲及び履行内容については、関係法令等によるほか、この仕様に基づくも

のとする。 

 

１業務実施に当たっての遵守事項 

（１）法令の遵守 

以下の条例・規則の内容を遵守して業務にあたってください。 

【根拠とすべき条例等】 

八王子市夢美術館条例及び施行規則（参考資料１） 

（２）サービスの向上 

障害者や子ども連れの方などあらゆる施設利用者、来館者が楽しめる、利用しや

すい施設となるよう、来館者のニーズを把握し、利用者の満足度を高め、サービス

の向上に努めてください。 

（３）経費の縮減 

公共施設の運営として必要な機能を果たした上で、管理運営経費の縮減に努め

てください。 

（４）苦情に対する対応 

    利用者、来館者からの苦情に対応する体制を整え、適切に対応をしてください。

また、必要に応じて、市に報告してください。 

 

２ 施設の利用に関する業務の基準 

（１）開館時間 

午前１０時～午後７時 

ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、変更することができます。 

（２）休館日 

原則として１月１日から同月３日及び１２月２９日から同月３１日の定期休館

日及び月曜日（祝日、振替休日の場合は翌日）を除き、開館してください。 

ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、開館時間及び休館日を変更

し、又は、臨時に休館日を定めることができます。 

（３）入館の制限 

    美術館の管理上支障があると認められる場合（条例第１０条及び第１１条各号の

いずれかに該当する場合に限る）は、美術館への入館を拒み、又は観覧を制限し、

若しくは退館を命ずることができることとします。 

（４）法令等の順守 

指定管理者は、本業務の実施に当たっては、八王子市夢美術館条例、同規則及び

関係法令の定めに従うほか、基本協定、年度協定、仕様書、事業計画書及び年度事

業計画書並びに市が必要に応じて指示する事項を遵守しなければなりません。 

（５）利用料金の収受 

地方自治法第 244条 2に定める利用料金制により、指定管理者は利用料金を自
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らの収入として収受することができます。 

利用料金は、条例に定める上限の範囲内において指定管理者が提案し、市の承

認を得ることとしますが、利用促進などを目的として割引料金などの設定を提案

することができます。 

（６）施設利用に関する情報提供及び相談受付 

ア 利用に関する情報提供 

（ア）施設の仕様を知らせる美術館パンフレットや、利用のために必要な利

用の案内等の書類を適宜作成し、利用者に提供してください。なお、パン

フレット、利用案内、申請書類については、事前に市の承認を得てから配

布してください。なお、美術館パンフレット及び催物案内については、現

在と同等以上のものを作成してください。 

（イ）利用予定者や利用者に対しては、電話や来館等による問い合わせなど、

利用者の利便性に努めてください。 

イ  最新情報の公開、広報 

（ア）ホームページを作成し、利用に関する情報だけでなく催しの情報、運営

情報など、該当施設に関する最新の情報を提供してください。なお、美術館

のホームページについては、現在と同等以上で、視力の弱い方や目の不自由

な方がコンテンツを閲覧しやすいよう、音声読み上げ対応等の導入をしてく

ださい。 

（イ）財団が発行する情報誌「ラ・ラ・ラ」（毎月 21万部発行）に、企画展を

積極的に掲載し、利用者の拡大に役立ててください。 

ウ 運営に必要な印刷物の作成 

その他、施設の運営に必要な印刷物（図面、封筒、名刺等）を作成し、必

要に応じて配布を行ってください。 

（７）利用促進及び利用者サービスの向上 

ア 施設の利用促進に対する取組 

施設の設置目的と特性を踏まえて、計画的に利用促進に取り組んでください。 

イ 利用者サービスの向上 

利用者ニーズを適時に把握し、利用者サービスの向上に組織的かつ不断に努

めてください。また、苦情や要望に対して、組織的に適切に対応し、業務の改

善及びサービスの向上に努めてください。 

ウ Ｗｉ-Ｆｉ用アクセスポイント 

アクセスポイント（Ｗｉ-Ｆｉの機器）については、現在は設置されていま

せんが、今後、指定管理者が設置することは可能です。 

（８）美術館に係る公共料金（電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金、電話料金）

の支払業務 

（９）市が使用許可した美術館の喫茶室に係る公共料金等の徴収支払事務 

（１０） 施設の管理上必要な消耗品、印刷類等の調達 

（１１） 各種帳票類、台帳の管理 

ア 美術館の観覧券等の作成 
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イ ジャーナル（レジスターの営業記録） 

ウ 業務日誌 

エ 修繕台帳（修繕箇所の写真を添付して保管） 

   オ その他市が指示した帳票類、台帳 

（１２）その他、美術館の利用に必要な業務 

各種利用のための書類及び利用者に対する利用の手引きを作成してください。 

 

３ 美術館の運営業務 

（１）特別展及び企画開催に関する業務 

特別展は、次に掲げる３本の柱を踏まえ、1回に延 30日以上で年 6回以上開催 

   してください。なお、２年に１回以上は、市民参加型の企画（公募展）を実施して

ください。 

  ア 内外の優れた美術品の紹介 

イ 現代の息吹と未来への展望 

ウ 地域性と普遍性  

（２）美術品及び美術に関する資料（以下「美術品等」という。）の情報の収集及び提

供に関する業務 

    本市にゆかりのある作家や美術品等、美術活動の調査研究に取り組むとともに、

その成果を発信してください。 

  ア 本市にゆかりの作家や美術品等、美術活動に関する情報収集・保存・公開 

イ その他美術に関する情報の収集及び資料の整理 

（３）展示作品及び収蔵品の管理 

    美術品等の展示及び収蔵品の管理にあたっては、各美術品等にもっとも適切な展

示方法・環境及び管理の維持に努めてください。また、自然災害、作為不作為を問

わず人為的に発生する危険などを考慮し、適切な安全対策や人的警備の実施、監視

員の配置などの策を講じてください。 

    展示室及び収蔵庫の温湿度を記録し、適切に保たれるよう管理してください。 

（４）事業の記録 

    特別展や常設展を始めとする美術館が実施する事業については、美術館の財産と

して、その専門性の継続と蓄積を図るため、適切に記録し、閲覧も視野に入れて、

保存してください。 

（５）美術館の案内、広報宣伝活動に関する業務 

    美術館の基本的な情報や展覧会などをＰＲし、観覧を促すため、戦略的な広報活

動を行ってください。 

（６）美術館の設置目的に適合する業務 

  ア 市内美術大学等と連携した事業の実施 

イ 展示室周辺施設を利用した事業の実施 

ウ その他美術館の設置目的を達成するための展覧会関連事業の実施 

エ ボックスギャラリーの運営 

（７）夢美術館美術資料収集選定懇談会の運営業務 

 

４ 美術館の施設の維持管理等に関する業務内容の基準 

  美術館は、複合施設内に設置された施設となっています。「ビュータワー八王子管理規 

約」についても遵守し、施設の管理や設備保守について、指定管理者が行ってください。 

なお、法律等で点検に必要な資格が明記してある場合は、有資格者が点検を行うもの 

とします。また、点検結果は、法律等に基づき、監督官庁等に提出するとともに、保管

をしてください。 
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（１）施設（建築物）の保守管理 

仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し施設の予

防保全に努め、かつ美観を維持してください。 

異常を確認したときは、速やかに市に報告してください。また、夜間や異常降雨・

災害時等を含め、緊急時の対応については、マニュアルを作成し対応してください。 

（２）保守管理業務を行う事項 

    日常点検、法定点検、定期点検等を行い性能を維持してください。 

ア 環境維持管理業務 

本施設内の環境を維持し施設の状態を清潔に保ち、利用者が快適に利用できるよ

う清掃業務を適切に行ってください。 

 

区  分 
面積 

（㎡） 
日常清掃 定期清掃 

空調機フィ

ルター清掃 

展示室 444.01 日１回以上 年１回以上 年３回以上 

収蔵庫 109.71 ― 年１回以上 年３回以上 

ホワイエ 127.67 日１回以上 年２回以上 年３回以上 

廊下・ロビー 185.95 日１回以上 年２回以上 ― 

便所 46.92 日３回以上 年２回以上 ― 

事務室 65.93  年２回以上 年３回以上 

作業室 21.56  年２回以上 年３回以上 

更衣室 18.16  年２回以上 年３回以上 

風除室 13.78  年２回以上 ― 

前室・内階段 ―  年２回以上 ― 

ガラス窓清掃 ― ― 年１回以上 ― 

照明器具清掃 ― ― 年１回以上 ― 

喫茶室 59.88 ― 年２回以上 年３回以上 

 

 ※注意事項 

①展示室及び収蔵庫の清掃にあたっては、美術展示品・収蔵品に影響を及ばさな

いよう、時期、方法（清掃用具及び薬剤等）を選択し、行ってください。 

②空欄になっている日常清掃の回数の指定はしませんが、適宜清潔を保つよう実

施してください。 

 

イ 衛生害虫駆除業務 

     ねずみ衛生害虫駆除一式：年１回以上 

  ウ 点検業務 

内容 頻度 

第一種特定製品の簡易点検業務（フロン法） 

パッケージエアコン 

冷蔵庫及び冷凍機器 

年４回以上 

ＩＴＶ設備保守点検業務作業一式 

 （ＩＴＶ架、ドームカメラ、配線） 

年 1回以上 

空調機保守点検業務 各１セット 

PAH－１ 室内機/室外機 

PAH－２ 室内機/室外機 

PAH－３ 室内機/室外機 

年１回以上 
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PAC１、２、３、４、５ 

加湿器点検 年２回以上 

恒温、恒湿自動制御保守点検業務 年１回以上 

自動ドア設備保守点検業務 

 ホワイエ入口ドア、喫茶ドア、だれでもトイレ 

年１回以上 

（３）施設の保全業務 

    施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設等の予防保全に努めてください。 

また、施設等に修繕等改修業務（大規模修繕は除く）が必要な場合は、速やかに対 

処してください。なお、指定管理者は、美術館を長期に渡って維持管理していく上 

で必要な協力をするとともに、積極的な対策を行ってください。 

（４） 備品の維持管理業務 

ア 指定管理者には、美術館で現状備えている備品（仕様書別添資料11「八王子市 

 夢美術館備品一覧」参照）を無償で貸与するものとします。施設の運営に支障 

をきたさないよう適正に管理し、必要に応じて保守点検を行ってください。 

イ 破損、不具合等が発生した時には、速やかに市に報告してください。 

ウ 年１回、備品台帳と現存備品との照合作業を行い、市へ報告してください。 

エ 指定管理者が新たに指定管理者の負担により備品を購入する場合は、市の備品 

と区別がつくように登録管理し、指定期間満了後は指定管理者において処分して 

ください。 

オ 施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜指定管理者が購入し、 

管理を行ってください。不具合の生じたもの及び使用期限・耐用年数のあるに関

しては、随時更新をしてください。 

カ 経年务化等により業務実施の用に供することができなくなった場合、市との協 

議により、必要に応じて、１件につき10 万円（消費税及び地方消費税を除く。） 

以上のものについては、市が自己の費用と責任において、また１件につき10 万 

円（消費税及び地方消費税を除く。）未満のものについては、指定管理者が自己 

の費用と責任において修繕、購入又は調達するものとします。その帰属は指定管 

理者のものとしますが、市との協議により、市に所有権を移転することを妨げま 

せん。 

キ 指定管理者が故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、市との協議に 

より、必要に応じて、市に対し、これを弁償又は指定管理者の費用で当該物と同 

等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとします。 

（５）利用料金（観覧料）の徴収、減額、免除及び還付に関する業務 

（６）美術館に係る公共料金（電気料金、空調料金、上水道料金、下水道料金、電話 

   料金）及び共益費の支払業務 

（７） 市が使用許可した美術館の喫茶室に係る公共料金等の徴収支払事務 

（８） 施設の管理上必要な消耗品、印刷類等の調達 

（９） 各種帳票類、台帳の管理 

ア 美術館の観覧券等の作成 

イ ジャーナル（レジスターの営業記録） 

ウ 業務日誌 

エ 修繕台帳（修繕箇所の写真を添付して保管） 

   オ その他市が指示した帳票類、台帳 
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（１０）喫茶室 

    設備の維持管理は行うが、運営は行わない。 

（１１） 駐車スペース 

ビュータワー敷地内に駐車場を２台分借り受けてください。利用にあたっては、

安全に十分注意し、事故のないよう管理・運営してください。 

（１２）その他美術館の管理運営業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

ア 管理運営業務の処理に必要な体制の整備 

イ 情報の公開及び個人情報の保護に関する措置 

ウ 防犯対策、利用者の安全確保に関する措置 

エ 事業報告書の作成及び提出 

オ 経営状況を説明する書類の作成及び提出 

カ 美術館単独の事業・収支決算・事業報告書の提出 

キ 施設の長寿命化にに対する保全計画の作成及び提出 

ク その他管理運営業務に関する庶務、経理等の事務 

（１３）第三者への業務の委託 

指定管理者が実施する業務については、指定管理者自らが担うものとし、第三者に

対して委託することはできません。 

ただし、市長が認めた業務については、全部又は一部を第三者に委託することがで

きますが、業務の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前に市に協議してくだ

さい。 

また、委託はすべて指定管理者の責任及び費用において行うものとし、指定管理者

が委託する第三者の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、す

べて指定管理者の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定

管理者が負担するものとします。 

なお、委託する場合は、市内の企業・業者を優先して発注することに配慮すること。 

 

５ その他関連する業務の基準 

（１）事業計画書及び収支予算書の作成 

次年度の事業計画書及び収支予算書については、毎年 9月末までに作成して市に提

出してください。提出にあたっては、事前に市と内容の調整を行ってください。 

（２）事業報告書（利用実績、収支計算書）の作成 

以下の書類を、会計年度終了後 30日以内に市に提出してください。 

ア 利用実績報告 

利用状況をまとめ、日別、月別、年間別にそれぞれの利用者数、利用料金収入が分

かるようにしてください。 

イ 収支計算書 

収支計算だけでなく、利用料金収入額が分かるようにしてください。 

（３）事業評価書の作成 

ア 自己評価の実施 

市が「八王子市指定管理者制度モニタリングガイドライン」（参考資料２）に基

づき作成した期中モニタリングシートをもとに、自己評価を行って提出してくださ

い。 
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イ アンケートの実施 

利用者満足度調査、来館者アンケートを実施し、結果を提出してください。利用

者満足度調査においては、参考資料２「八王子市指定管理者制度モニタリングガイ

ドライン」に従い、利用満足度の調査が行える内容としてください。 

（４）業務報告書の作成 

月ごとの利用状況（利用者数、収支）や、設備・備品の状況（不具合、指定管理

者が行った修繕、備品購入履歴等）等を記載した業務月報（1か月ごと）を作成し、

当該期間終了後 15日以内に市に提出してください。 

（５）市関係機関及び関係機関との連絡調整、会議への出席 

市関係機関が行う、美術館の運営に関連して必要な会議へ出席し、報告書類の説

明等を行っていただくことがあります。 

（６）職員研修の実施、各種マニュアルの作成 

ア 研修、訓練、教育等の実施 

業務実施に必要な防災、救命救急、接遇、情報管理等の研修、訓練、教育等を

定期的に行い、安全の管理や利用者サービスの向上、情報保護等に理解の深い職

員の育成に努めてください。 

イ 管理運営に必要なマニュアルの作成 

研修等と合わせて、危機管理マニュアルや接遇マニュアルなど、日常の業務に

おいて確認できるマニュアルを作成し、勤務者に周知徹底してください。 

 

６ 上記業務に必要な管理運営体制の構築 

  指定管理者は、美術館の管理運営業務に従事させる職員（以下「職員」という。）の

雇用のほか、管理運営業務の処理に必要な体制を整備しなければなりません。 

（１） 美術館の統括責任者として、館長一名及び学芸員を配置してください。配置にあ

たっては、美術に関する高い専門性と豊かな見識を持ち、美術資料の収集、保管、

調査及び研究、展示、教育普及活動の企画、広報などの美術館運営に専門性と経

験を持つ人材を選任してください。 

（２） 総合受付業務には開館時間中１名以上を配置し、利用者へのサービスに支障なく

対応できる人員体制としてください。 

（３）指定管理者は、消防法第８条に定める防火管理者を配置し、消防署長へ届出のうえ、

火災・地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ること。 

（４）指定管理者は、職員の名簿を市に提出してください。職員の異動を生じた場合も同

様とする。 

（５）指定管理者は、職員に対して管理運営業務の遂行に必要な研修を実施する。特に、

防犯対策、防災対策等の利用者の安全確保については、十分に職員を指導するととも

に、訓練を実施することとする。 

（６）指定管理者は、管理運営業務の処理に関して生じた職員の災害については、すべて

の責任を持つこととし、理由のいかんを問わず、市は、何らの責任を負わないものと

する。 

（７）指定管理者及びその職員は、管理運営業務の処理において知り得た市の行政上の事

項及び管理運営業務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。指定期間の終了後

も、同様とする。 
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７ 禁止事項 

（１）避難経路、消防隊進入口、排煙窓、防災設備機器周りへの機器・備品・物品類の設

置又は放置。 

（２）危険物、臭気発散物の搬入、使用、廃棄、又は動物の搬入、飼育。 

（３）建物周囲の公道上での路上駐車（指定管理者、利用者を含む。） 

（４）宿直及び宿泊。 

（５）その他、他の入居者または近隣へ迷惑を及ぼす行為。 

 

８ その他の事項 

（１）夜間や休館日の災害等緊急事態に備え、緊急連絡網を作成し、市に提出してくださ

い。 

（２）施設の運営に著しい障害が発生したときは、速やかに市に報告し対応策を講じてく

ださい。 

（３）利用者が事故等にあったときは、速やかに応急処置及び安全対策を施すとともに医

療機関等への搬送の手配を行い、市に報告することとします。 

（４）業務日誌等を作成し、業務の引継ぎを確実に行うこととします。 

（５）遺失物等の取り扱いについては、関係規則等に従って適切な取り扱いを行うことと

する。 

（６）市は、美術館の施設等を、災害発生その他特別の事情がある場合に優先的に使用す

ることがある。この場合において、指定管理者は、これに協力すること。 

（７）指定管理者は、管理運営業務の遂行にあたり、市内美術団体及び美術大学等との連

携協力に努めるとともに、美術に関する情報発信を行うこと。 

（８）本仕様書に示した内容は、美術館の維持管理において市が最低限必要であると考え

ている内容であり、その基準を遵守すること。なお、基準を超える業務を行うことは

差し支えない。 

（９）その他、管理運営上、疑義が生じたときは、市と協議の上実施することとする。 


