
（1）会館の管理運営を行うにあたっての基本方針、経営方針等  

 

 

 (財)八王子市学園都市文化ふれあい財団は、「市民の自主的な文化活動の場を提供する」

という芸術文化会館の設置目的を達成するため、次の基本方針・経営方針により、管理

運営に取り組んでまいります。 

 

 

  ６．職務と業績に応じた給与制度 

５．コストの削減 

２．利用者満足度の向上 

３．快適で、安全・安心な施設管理  

４．利用率の向上 

 

 

 

１．「文化びと」を支え、育てる事業の充実 

基本方針・経営方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「文化びと」を支え、育てる事業の充実 

市民文化の支援拠点として、市民の文化活動の発表機会の充実、体験学習の推進、

伝統文化継承者の育成事業への支援や、芸術文化の鑑賞機会の提供等「文化びと」を

支え、育てる事業の充実に努めます。また、事業の実施に当たっては、地域商店会・

文化団体等との連携協働により、支援拠点としての充実強化を図ります。加えて、ホ

ールの特性及び規模等を考慮し、地域文化の発信拠点である南大沢文化会館及び芸術

文化事業の展開拠点である市民会館との連携を図り、魅力ある文化事業の企画及び実

施に努めてまいります。 

 

２．利用者満足度の向上 

施設の予約から利用当日まで会館スタッフが利用者の質問や相談にわかり易くお応

えします。特に経験と専門の知識を必要とし、会館の中枢とも言えるホールの舞台技

術については、大ホール・小ホールの特性を十分に理解し、経験と専門知識を有する

財団舞台スタッフが公演の打ち合わせや提案を行い、利用者が思い描く理想的な公演

を実現するサポートをいたします。 
受付窓口スタッフと舞台スタッフの業務の相互連携を更に深め、予約情報・公演情

報を共有し、利用者の要望に対し柔軟・迅速・的確に対応します。 
また、会館を訪れる全ての利用者、来館者に気持ちよく施設をご利用いただけるよ

う、「サービス介助士」の資格取得を推進し、愛される会館を目指します。 
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３．快適で、安全・安心な施設管理 

清潔で快適な施設環境を保ちます。また、施設管理においては、常に設備・備品等

の点検整備を実施し、危険箇所や不具合等の早期発見により、事故の未然防止に努め

ます。 

また、日頃より、消防・防災訓練や巡回点検を行い、火災、地震、感染症等の緊急

事態に備えた対応マニュアルを整備し、危機管理体制を整えます。 

 

４．利用率の向上 

指定期間中の安定した会館運営を図るために、利用者の利便性を追求し、常に利用

者の視点に立った、施設や設備の貸出方法を検討します。 

また、施設の空き情報の積極的な提供や、舞台面利用等による効率的な施設運営に

努めると共に、利用者のニーズに対して利用機会を広げる工夫をし、利用率の向上を

図ります。 

 

５．コストの削減 

委託業務内容を精査し、複数年契約や他施設との同種の契約をまとめて行う等、効

果的・効率的な契約の執行に努め、経費節減を図ります。照明設備関係の省エネ化を

図るとともに、「クールビズ・ウォームビズ」への取組みや「八王子市グリーン調達方

針」に基づいた消耗品の購入など、環境にも配慮した経費削減策に取り組みます。 

 

６．職務と業績に応じた給与制度 

人件費につきましては、財団の業務実績等に応じた給与制度を確立し、これまでの

ような東京都や市の給与制度に準ずるという受動的な人件費の改定についても見直し

を行うとともに、業務評価制度の導入等、頑張った職員が報われる制度を構築し、人

件費の適正化を図ります。 
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１．目標設定 

（１） 利用率 

 

区分 
平成 23 年度以降

5 ヵ年の目標値 

平成 16 年度 

実績値 

平成 21 年度 

実績値 Ｂ 

（日数利用率） 

Ｂ－Ａ 

（日数利用率） 

目標値 A 

施設 （日数利用率） 

大ホール 82.0% 84.2% 4.2% 89.0% 

小ホール 78.2% 

毎年 80% 

以上 88.8% 8.8% 93.0% 

練習室 61.6% 76.9% 6.9% 81.0% 

創作室 

展示室・茶室 
47.6% 64.2% ▲5.8% 70.0% 

会議室 74.0% 

平均利用

率 70%以上

82.0% 12.0% 87.0% 

３．指定管理料の削減  ３０％ダウン 

２．利用者満足度   １００％ 

１．利用率        ５％アップ 

 目標設定 

（2）指定管理期間中における目標設定及び達成に向けた具体的取組み 

＊平成 21 年度区分利用率は別紙１のとおり 

 

(２) 利用者満足度 

利用者満足１００％を目指します。 （平成 21 年度 95.2％） 

 

(３) 指定管理料の削減（平成 22 年度対比） 

次のとおり管理経費の削減及び利用料金等の収入増加を図ることにより、指定管

理期間 終年度（平成 27 年度）には３０％の削減を目指します。 

     人件費・管理費（修繕費、事業費を除く。）：10％削減 

利用料 ：7.5％増収 

事業収入： 10％増収 

 

２. 具体的取組み 
 

目標設定を達成するため、下記の７項目を推進します。 

(１) 施設空き情報の積極的な提供 

      ホール空き情報を積極的に提供し、舞台面利用や学校舞台面利用等といった練習

利用を日頃利用いただいている芸術文化団体や演奏家、学校にＰＲし、利用の拡大

を図ります。 
    また、展示室・茶室・創作室など利用率の低い施設については、ＰＲによる本来
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利用目的での増加を図るほか、展示室においては会議やミニ講演会・研修会、茶室

での着付け・生け花・畳の部屋としての控え室、創作室ではスペースを活かした展

示・会議・書道等のカルチャー教室などの多目的な活用を推進することにより、利

用拡大を図ります。 
 

（２） 窓口・舞台スタッフの強化 
ホール利用にあたっては、豊富な経験と専門的知識を有するスタッフが利用者の

支援を行い、満足してご利用いただくことにより、リピーターの確保を図ります。 
     また、ご利用いただいた方々にはお礼状を差し上げると共に施設の各種情報をお

知らせし、利用率の向上に努めます。 
     加えて、窓口・舞台スタッフには「ホスピタリティ・マインド」を持ってお客様

と接する精神を体する「サービス介助士」の資格取得を推進し、愛される会館作り

を目指します。 
   

(３) ホームページのクオリティーの向上 
コンテンツの見直しやページのアレンジを図ります。「施設の空き情報」、「舞

台利用のお知らせ」、「よくある質問と回答」、「催物案内」、「抽選会の流れ」、

「施設予約から公演当日までの流れ」、「地域情報や会館情報」等を新に掲載し

ます。 

 
(４) 友の会制度の立上げ 

財団が立ち上げる友の会制度を活用し、事業情報の提供や割引サービスを実施

することにより、来館者の満足や利用の拡大を図ります。 

 
(５) 地域商店会、市民団体等との連携による芸術文化の振興 

    芸術文化会館を中心とする文化施設の活用による地域振興と市民の芸術文化活

動を推進するための組織を、周辺の商店会や市民団体等と共に立ち上げます。これ

により、地域と連携した事業の企画運営を行い、活力ある街づくりの推進と会館の

利用の拡大を図ります。 
 
(６) コストダウンの取組み 

    防災センターの管理業務及び駐車場管理業務委託の直営化や業務内容を精査し、

経費の削減に努めます。また、複数年契約や他施設との同種の契約をまとめて行う

ことにより、財団のスケールメリットを活かした経費削減に努めます。 
館内の照明器具をＬＥＤ電球に変更することにより、ランニングコストの削減に

努めます。加えて、消耗品や備品の購入方法の改善や、ペーパーレス化を推進し、

経費の削減に努めます。 
 

(７) 職務と業績に応じた給与制度  

人件費につきましては、財団の業務実績等に応じた給与制度を確立し、これま

でのような東京都や市の給与制度に準ずるという受動的な人件費の改定について

も見直しを行うとともに、業務評価制度の導入等、頑張った職員が報われる制度

を構築し、人件費の適正化を図ります。 



（3）会館の管理運営を適正に行うための人員配置、雇用形態、勤務体制、研修体制 

 
芸術文化会館は、利用者等にとって安全・安心な施設運営及び 高のサービスの提供

ができる人員配置を 優先に考え、利用者のニーズに迅速に対応ができる人員体制と致

します。 

３．効率的で効果的な勤務体制 

４．研修体制(財団の目指す職員像) 

２．多様で柔軟な雇用形態 

１．人員配置 
 

 

 

 

 

 

 

１．人員配置（ポスト数） 

  館長 1 主査 1 

受付・事務スタッフ（早番 3 遅番 3） 

舞台スタッフ 6   （大ホール 3 小ホール 3） 

ビル管理担当 2 

２．多様で柔軟な雇用形態 

  正規職員の主査のほか、舞台技術やビル管理・事業・接客等、各専門性のある職務

については、嘱託職員及び臨時職員を雇用します。 

 そのほか、施設管理に必要な定期清掃業務・各種設備メンテナンス等の保全業務は、

法令遵守に則り効率的に遂行するために、専門業者に委託し管理します。なお、防災

センター及び駐車場管理は、直営化による運営を図っていきます。 

 

３．効率的で効果的な勤務体制 

開館時間（9時 00 分～22 時 00 分）に合わせてローテーションを組みます。 

     【受付スタッフ】 8 時 30 分～17 時 15 分   

13 時 15 分～22 時 00 分     

【舞台スタッフ】大ホール  大 3 ポスト 

             小ホール  大 3 ポスト 

【ビル管理担当】 7 時 30 分～22 時 30 分の間で８時間勤務 

変形労働時間制の導入により、来館者の多い日や、利用施設の多い日などに勤務体

制を厚く配分するなど弾力的に運用し、利用者が集中しても常に一定のサービス水準

が保たれ、且つ安全確保を重視した施設の管理運営に努めます。 
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４．研修体制(財団の目指す職員像) 

(１) 財団の目指す職員像 

私達財団は「常にお客様(市民)の立場に立って仕事を進める。」ことを基本として

います。 

お客様から信頼され、満足して施設をご利用いただくには「おもてなしの心」と

「高い専門性」をもってお客様にサービスを提供しなくてはなりません。このよう

な積み重ねにより、「愛される財団」として市民に認めていただけるものと考えます。 

     具体的には、財団職員が共通して持つべき基本的な取組姿勢や意識として、次の

ような財団職員になることを目指します。 

 

① 八王子市を愛し、ふれあい財団職員としての誇りを持ち、お客様本位・お客様

の視点で行動する、お客様から信頼される職員 

② 行政や市民との協働により八王子市の文化振興計画を推進し、計画実現能力と

民間経営感覚をもつ、実行力ある職員 

③ 利用者の安全を第一に考え、日頃から自分が取るべき行動や役割を確認、認識

し、危機管理意識をもって業務を遂行する職員 

④ 施設利用者とのコミュニケーション能力や応接力をもち、設備・機器を 大限

に活かす舞台・照明・音響の技術力のある高い専門性をもつ職員 

 

(２) 研修体制 

職員の「おもてなしの心」と「専門性」を高め、管理運営プロフェッショナルと

して芸術文化の振興に貢献します。 

職員が専門性を高め、お客様へ 高のサービスを提供できるよう充実した研修プ

ログラムを用意し、管理運営プロフェッショナルとして自らの市場価値を高められ  

るように人材育成に力を入れています。更に必要とされる技術・技能の向上や各自

のキャリアプラン構築に対して積極的に財団全体でサポートしています。 
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愛される財団をめざす原動力

高品質なサービス 

のための研修 

安全・安心な管理運

営のための研修 

効率的な組織運営 

のための研修 

 

 

 

 

※主な研修内容は別紙２「研修一覧表」のとおり 



（4）施設の維持管理に必要な技術者、有資格者の配置  

 

利用者を安全にお迎えすることは、施設経営におけるもっとも重要な使命のひとつで

あると私達は考えます。スタッフ全員が「安全は既に存在するものではなく、自らが事

件事故の発生源を取り除いて作り出すもの。」という意識を持つことを徹底すると同時に、

リスクマネージメントに基づいた組織体制づくりに努めます。 

 

 

３．危機管理に関する資格者 

２．施設の維持管理に関する資格者 

１．舞台に関する技術者  

 

 

 

 

 

１． 舞台に関する技術者 

芸術文化会館は大ホール及び小ホールの舞台を利用者が満足できるような演出をす

るため、舞台技術に関する経験と資格を持った職員を配置します。 
 

舞台技術者 ６名 

うち有資格者 舞台機構調整（音響機構調整等）技能士  ３名 

 

２．施設の維持管理に関する資格者 

来館いただく皆様が、安全で安心してご利用できる施設とするため、衛生的環境を

確保すること及び建物の機能を維持する上で、次の有資格者を配置します。 

 

  建築物環境衛生管理技術者  1 名 

  第 3 種電気主任技士   1 名 

  第 1 種電気工事士   1 名 

  第１種消防設備点検資格者  1 名 

  １・２級ボイラー技士      1 名 

 

３．危機管理に関する資格者 

芸術文化会館では、ご利用者皆様の安全を守ることから、次の有資格を有する職員

を配置し自主防災組織体制を確保しています。 

 

甲種防火・防災管理者 １名 

自衛消防隊組織 ７名 
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（5）安全衛生管理体制、労働災害、労働教育などの労働環境への取組み及び考え方 

 

 

 芸術文化会館には様々な年齢層の市民が訪れます。安全、安心に施設をご利用いた

だくためには、お客さまに接する職員が健康であることが第一であり、労働災害が発

生しない職場環境の整備は欠かせません。当財団では、次の手順で労働環境の改善に

取組みます。 

 

２．自主的な安全衛生活動への取組み 

３．リスクアセスメント及びその結果に基づく措置 

１．労働安全衛生関係法令の遵守 
 

 

 

 

 

 

１．労働安全衛生関係法令の遵守 

  労働災害防止の基本として、労働安全衛生関係の法令に則った措置をとります。 

（１） 安全衛生管理体制の整備 

職員の健康保持・増進のための対策を協議する機関として、財団内に衛生委員会

を設置します。各職場に資格を有している衛生推進者を配置し、衛生委員会を開催

します。選任された衛生委員だけでなく、他の職員にも安全衛生推進者養成講習を

履修させ、労働安全に対する意識を向上させます。 

（２） 危険防止のための措置 

日常安全パトロールで事前に危険箇所を把握し、安全対策を講じます。 

特に舞台設営は、建築現場と同等の危険作業が発生します。舞台スタッフによる監

視により災害の発生を防止します。 

（３） 健康管理の充実 

常時雇用する職員に毎年 1回定期健康診断を実施します。また、労働安全衛生法 

で定められている対象職員以外の職員（短時間勤務職員）についても、定期健康診

断を実施します。 

また、職員のメンタルヘルスをケアするため、医療機関と提携し、専門家による

相談窓口を設置します。 

（４） 安全衛生教育の実施 

安全衛生教育については、衛生委員会での安全教育の実施のほか、各職場におい

ては、衛生委員が安全教育を実施します。 

 

２．自主的な安全衛生活動への取組み 

安全に会館の運営を行うために、全職員が危険に対する認識、安全意識を高めます。 

（１）  ヒヤリ・ハット活動 
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作業中ヒヤリとした、ハッとしたが幸い災害に至らなかったという事例を報告・

提案する制度を設け、災害が発生する前に対策を打ちます。 

（２）  危険予知活動（KY 活動） 

作業前に現場や作業に潜む危険要因とそれにより発生する災害について話し合い、

作業者の危険に対する意識を高めて災害を防止します。 

（３）  ４S（整理、整頓、清潔、清掃）活動 

整理、整頓、清潔、清掃活動を徹底し、職場の安全と衛生管理に努めます。 

３．リスクアセスメント及びその結果に基づく措置 

作業の危険性又は有害性を洗い出し、リスク（負傷又は疾病の重篤度と発生可能性

の組合わせ）の大きなものを優先して対策を講じることにより、確実かつ効果的に災

害を防止します。 
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手順１ 職場に潜在するものを含めあらゆる危険有害要因を洗い出す。 
   手順２ これらの危険有害要因について、危険有害性（リスク）を見積り、リスクの大小を判断

する。 
   手順３ 必要性の高いものから順にリスク低減対策を提案するとともに、当面現状のままで容認

できる範囲（許容リスク）を示す。 
手順４ リスクの優先度の設定の結果にしたがい、リスクの除去や低減措置を実施します。

いいえ

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 
はい 

リスクアセスメント実施の準備 

許容可能なリスク 
以下であるか 

リスクアセスメントの流れ 

リスクの評価（手順３） 

危険有害要因（ハザード）の洗出（手順１） 

リスクの見積り（手順 2） 

残留リスク対策 

リスク低減対策の検討・実施（手順 4） 

記録 

現状ではこれ以上の 
リスクを低減できないか 

リスクは許容可能な 
範囲になったか 



（6）利用者が、公平に施設利用ができるようにするための考え方及びその取組み  

 

これまでの文化施設運営の実績とノウハウを生かして、より多くの市民の皆様の利用機

会の公平性を確保し、市民に向けてより開かれた施設をつくることを目指します。 

 

３. 施設情報の公開 

４. 市民の利用に配慮 

２. 公開抽選の実施 

１. 公平利用の考え方  

 

 

 

 

 

１. 公平利用の考え方 

公の施設管理において施設利用の公平性を確保することは重要な事項です。そのた

め、利用規則、申込方法、施設案内、空き状況等利用に必要な情報を公開することに

より、公平な利用機会の提供が確保できると考えます。 

 

２. 公開抽選の実施 

利用を希望される方が公平に利用機会を確保できるよう公開抽選を行います。抽選

の申し込みのできる施設・日時等は予めインターネットや窓口で公開し、電話のお

問い合わせ等にも対応します。 

 

３. 施設情報の公開 

会館及び会館内各施設の概要・利用規則・利用申込に関する案内・申込から公演日

までの流れと注意事項などを分かり易く掲示物や利用案内などに掲載し、会館ホー

ムページでも広く公開すると共に定期的にそれらの内容の整備を行います。 

新規利用者、リピーターの区別無くどなたでも目的に合わせ会館の利用をイメージ

し検討し易い環境を整えます。 

必要に応じて抽選や貸出方法を見直し、団体からのヒアリングや話し合いを実施し、

八王子市との連携を密にしながら、常に公共施設として公平利用を確保するためにど

のような運営をすべきかを検討していきます。 

 

４. 市民の利用に配慮 

抽選にあたっては、市民の抽選日を市外の利用者の抽選日の１日前(１開館日前)

とし、市民の方がより多くの利用機会を得られるよう配慮します。 
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（7）開館日及び開館時間等についての考え方  
 

八王子市芸術文化会館条例に基づき次のとおり実施します。また、保守点検日の設定

や休館日の開館対応についても利用者のニーズに応えて柔軟に対応いたします。 

 

 

３．休館日の開館対応 

２．保守点検日等の設定 

１．開館日、開館時間  

 

 

 

 

1. 開館日、開館時間 イメージ

休館日 

毎週月曜日。（祝日に当たる場合はその翌日。） 

1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで。 

 ※ただし、市長が認める場合は開館することとします。 

開館時間 

原則として9時～22時 

※ただし、開館時間以外の前延長や後延長、また、深夜・

早朝利用にも可能な限り対応します。 

受付時間 原則として9時～22時 

利用区分と時間 

午前区分： 9時～12時 

午後区分：13時～17時 

夜間区分：18時～22時 

＊連続した区分を利用する場合は、区分間も利用できます。 

２．保守点検日等の設定 

保守点検日は利用率の少ない曜日に実施するなど、市民の利用を優先し、利用の

機会の妨げにならないよう流動的に日程の調整を図ります。 

 

３．休館日の開館対応 

休館日の利用希望があった場合、利用目的・利用効果・収支バランスなど総合的

に判断し、市と協議し、対応いたします。 
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12 

 

 

現行の料金体系を基本とします。今後、必要に応じて料金の見直しを検討し、市と協

議して参ります。 

  施設利用料金表 

      利用区分 午 前 午 後 夜 間 全 日 

施 設 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～22：00 9：00～22：00 

平日 27,000 48,000 62,000 123,000 

土曜 27,000 60,000 77,000 148,000 
大 

ホール 
日・休日 34,000 60,000 77,000 154,000 

平日 11,000 18,000 24,000 46,000 

土曜 11,000 23,000 30,000 58,000 
小 

ホール 
日・休日 13,000 23,000 30,000 60,000 

第１練習室（60 人） 5,000 9,000 9,000 20,000 

第２練習室（30 人） 2,700 4,700 6,000 13,400 

第３練習室（18 人） 1,800 3,200 4,100 9,100 

第１展示室（37 人） 3,000 6,000 6,000 13,000 

第２展示室（37 人） 3,000 6,000 6,000 13,000 

創作室（32 人） 2,800 4,900 6,200 13,900 

第１茶室 1,000 2,000 2,000 4,500 

第２茶室 500 1,000 1,000 2,200 

第１会議室（16 人） 900 1,600 2,100 4,600 

第２会議室（10 人） 600 1,100 1,400 3,100 

第３会議室（12 人） 600 1,100 1,400 3,100 

第４会議室（24 人） 1,200 2,100 2,700 6,000 

1．音響・照明・舞台等の器具利用料は、別途料金（現行同額）になります。（利用当日精算） 

（8）採算性と市民利用に配慮した利用料金の考え方と設定案 

2．ホールで利用予定区分の前後の区分が、利用日の前の月の初日から空いている場合は、その区分

の２分の１の時間を、基本利用料の半額でご利用になれます。 
3．展示室を半分にしてご利用できます。（利用料金半額） 
4．展示室（全面・全日）を 6 日間連続利用の場合は、利用料金が減額でご利用ができます。また、

学生による 6 日間連続利用の場合は更に割引をします。 
5．駐車場は現状通り 20 分につき 100 円。なお 4 時間以上は 1,200 円（定額）とします。 
6．八王子市に登録の障害者団体が、その活動のために施設を利用する場合は、利用料金が半額（減

免）になります。ただし、入場料を徴収する場合は対象外となります。また、フィルムコミッシ

ョン事業等に対してＰＲ減免を設定し、芸術文化会館の宣伝効果を上げます。 



(9)管理経費のコスト削減を図る方策  
 

３．消耗品・備品の購入費の削減 

１．委託費の削減 

２．光熱水費の削減 

 
 
 
 
 

 

 
個人情報 

 １．委託費の削減 
① 防災センター管理業務及び駐車場管理業務委託の 
 直営化を図ります。 

 ② 委託業務内容を精査し、経費削減に努めます。 
③ 委託事業者との複数年契約の締結により、経費削 
 減に努めます。 
④ 他施設との同種の委託契約をまとめて行い、財団 

防災センターの直営化 
のスケールメリットを活かした経費節減に努めます。 
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２．光熱水費の削減 
① 館内の照明器具を、ＬＥＤ化することによりランニングコスト 

削減を図ります。ダウンライトは照度を下げずに 50W から 4.5W 

に変更し、間接照明も 25w から 3.4w へ省エネ化します。 

また、展示室のスポットライトも順次ＬＥＤへの切り替えを 

行い、経費削減に努めます。 

② 利用者の退出時等部屋の空調関係、消灯関係など巡回して確認 

し経費削減に努めます。 

③ クールビズ、ウォームビズの取り組みによる削減を図ります。 
間接照明の LED 化

 

３．消耗品・備品の購入費の削減 

消耗品や備品の購入にあたってはインターネットの利用など徹底した価格の比較によ

り経費を削減します。ペーパーレス化を推進し、用紙の裏面利用など消耗品の削減にも

努めます。また、財団のスケールメリットを活かし他施設と合同で同一の物品を発注す

るなど経費の削減を行います。 



 (10)会館の設置目的を踏まえた利用者の満足度を高める方策 

 
私達財団は、芸術文化会館の管理にあたって、豊富な経験を活かし、「おもてなしの心」

を大切にし、「スタッフのロイヤリティの醸成」を通して、多くの利用者に気持ちよく、ま

た、長くご利用頂ける施設を実現し、お客様の満足度の向上に努めます。 
 

４．ホームページの充実 

３．利用者満足度調査の活用 

２．あらゆる来館者への平等なサービスの提供 

１．利用者の視点に立った貸館体制の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 

１. 利用者の視点に立った貸館体制の確立 

地域に根ざした施設運営は、利用者の皆様に施設のファンになっていただくことが

重要です。そのためには利用者それぞれの視点に立った対応を心がけていくことが

必要となります。私達財団では、利用者の様々な疑問や相談にお答えする、高い専

門性を備えた運営・技術スタッフが公演の円滑な実施を一丸となってサポートしま

す。 
 新規のお客様には、必要に応じて資料の送付やホールの空き時間利用による施設

見学も随時ご案内するなど、利用者の状況に応じた対応を図ります。利用申込後は、

利用確定までのフォローを行い、利用者それぞれにあった、きめ細やかなアプロー

チを行うことで、利用率の向上につなげます。利用後にお礼状の送付などを通じて、

継続的に施設のファン作りに努めます。 
 

２. あらゆる来館者への平等なサービスの提供 

 ご来館者の皆様が様々な芸術に触れていただける環境づくりも、芸術文化会館の持

つ大きな役割と考えております。 
高齢者の方や障害者の方に限らず、子どもや外国人、怪我をしている方や妊産婦の

方にとっても、安全で使いやすい施設を提供すると同時に、それらを配慮したご案

内を徹底する他、車椅子の貸出、お席までのご案内、付き添い席の準備などのサー

ビスを行います。また、「おもてなしの心」をモットーに、施設に訪れる全てのお客

様に気持ちの良い接遇を提供するため、「サービス介助士」資格の取得を推進します。 
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３．利用者満足度調査の活用 

実際に利用されている方の生の声からお客様のニーズを把握するため「お客様の

声」による聞き取りと「利用者満足度調査」を実施し会館運営や事業サポート体制に

反映します。 
施設の利用申込手順や使い勝手、職員の対応等定期的に満足度調査を実施し、その

結果を更なる満足につなげるために活用します。 
満足度調査は、アンケートによる量的調査と口頭による質的調査で把握します。ア

ンケート調査では、利用者の動向や大まかなニーズを把握することができます。また、

時系列で比較することで、日ごろの取り組みの成果や達成感をつかむことができます。

今後も、お客様の声が恒常的にいただけるよう常設の意見箱を設置し、活用します。 
満足度調査等は、タイムリーに実施し、運営のＰＤＣＡ（Ｐlan(計画)→Ｄo(実行) 

→Check (評価)→Act(改善)）に反映させていきます。 
お客様に対する姿勢、取り組みをホームページや情報紙等に掲載し、市民への周知

を図ります。 
 

４．ホームページの充実 

コンテンツの見直しやページのアレンジを図り、知りたい情報を簡単に閲覧できる

工夫を図ります。「舞台面利用のお知らせ」、「よくある質問と回答」、「催物案内」、

「抽選会の流れ」、「施設予約から公演当日までの流れ」、「地域情報や会館情報」

などを新たに掲載し、的確な情報提供が図れるよう検討します。 

また、南大沢文化会館や学園都市センター、夢美術館などとの連携を通じた財団な

らではの広報の相互協力を行い、催し物のＰＲに努めます。 
また、利用者ごとの特性に合わせたマーケティングに基づき、芸術文化会館の特性

を活かした利用促進活動を行うことで、さらなる利用拡大につなげます。 



(11)芸術文化振興に関する事業（芸術・文化の振興に資する事業）についての考え方  
 

公益的な芸術文化事業を実施する財団が、市民性や地域性の高い芸術文化会館の指

定管理者として運営することは、市民や地域の芸術文化活動を支援し、育成・普及す

る拠点としての会館の設置目的に も合致するものであり、館の役割をより一層効果

的に果たすことにつながります。館運営と事業運営は車の両輪と考え、これを一体的・

効果的に組み合わせ、発展性・継続性のある中長期的な視点に立った芸術文化振興を

担ってまいります。 
 

３．会館の特徴や地域性を活かす事業 

２．市民参加型事業と発表活動への支援 

１．芸術文化会館で行う事業についての考え方 
 
 
 
 

１．芸術文化会館で行う事業についての考え方 

(１) 事業の公益性を確保します。 
     年間の実施計画においてジャンルごとのバランスを勘案した芸術文化の鑑賞

機会の提供や参加型事業の実施により、より多くの入場者・参加者が気軽に来

場できる機会の提供を図ります。 
(２) 事業運営は館運営と一体のものと考えます。 

    ① 適正な施設管理と貸館運営により、快適な公演鑑賞や事業参画を図ります。

また、利用状況分析や利用者の声を新企画のアイデアや不足している事業の

充実へと反映させます。 
    ② 質の高い事業の実施により、利用率や入場者数の増のほか、館のイメージ

アップにつなげます。 
    ③ 館の舞台技術を自主事業時の舞台演出等に活かし、施設等の特徴を引き出

す舞台づくりを図ります。 
(３) 市民・地域との連携を図ります。 

     商店会や市民団体等との連携組織を立ち上げ、事業運営や交流など協働体制

づくりを図ります。 
  (４) 事業経営の考え方 

  マーケティングの手法を取り入れ、市民ニーズを捉え、企画やPR、チケット

販売等に反映し集客に努めます。また、収益性の高い事業で上げた収益は、育

成普及事業や翌年の事業費に還元し、循環型事業経営を図ります。将来の観客

（文化びと）の育成による永続的な芸術文化振興を図ります。 
 

２．市民参加型事業と発表活動への支援 

(１) 市民が気軽に参加できる事業を支援します。 

財団が補助事業で実施するワークショップやアウトリーチ活動に対し、指定管
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理者として一体的に支援するとともに、練習した成果の発表の場を提供します。

より多くの市民が様々なジャンルで芸術文化の魅力を知り、体感し、練習するこ

とを通じて、日常生活に刺激や楽しみをもたらすような身近で気軽な参加型事業

を支援し、芸術文化の普及を図ります。 

（２） 市民の発表活動を支援します。 

     市民が自ら企画した事業を開催する場を提供し、より効果的な舞台演出のア

ドバイス、公演当日の観客対応、公演のポスターやチラシを配布するＰＲ活動

など、様々な支援を通じて、市民の芸術文化活動を促進し、芸術文化の普及と

市民の余暇の充実に寄与します。 
  （３） 市民参加の作品創造 

市民参加で作品や舞台をつくりあげる舞台制作ワークショップやそれらを活

かした公演事業を支援し、八王子ならではの作品づくりを促進します。 
  （４） 八王子の歴史・伝統芸能事業 

      八王子車人形のほか、獅子舞・篠笛・説経節など地域に伝わる伝統芸能の担

い手を育てるための場を提供し、市や関係団体、アーティストらと連携を図り

伝統芸能事業の円滑な運営と充実を支援します。 
 

３. 会館の特徴や地域性を活かす事業 

800席を有する大ホールでは、広い舞台袖、本格的な音響・照明を活用し、一

流アーティストらによる公演やオーケストラ、ポピュラーコンサート、伝統芸能・

寄席など多彩なジャンルで事業誘致・実施を図ります。 
また、舞台が可変となる小ホールは、舞台と観客の一体感あふれる演出を提案

します。展示室・練習室・創作室・茶室・レストラン・ロビーなど多様な施設を

活用したフェスティバルやコンクールなどの大型事業、ロビーコンサートなど、

交流型の運営を図ります。 
 さらには、八王子市外、市域全域、中心市街地、ホール周辺など複層的な地域

性を勘案し、企画や集客を図ります。 
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 優れた芸術の鑑賞 

→ 他を知る・気づく 

  学ぶ・省みる 

     ホールでの発表 

→ 日ごろの練習の成果・ＴＲ

     練習室での練習 
 → 積み上げ・深化・成長 

支支支援援援・・・体体体験験験機機機会会会ののの提提提供供供   

芸芸芸術術術文文文化化化ののの好好好循循循環環環  

鑑鑑鑑賞賞賞機機機会会会ののの

提提提供供供   

支支支援援援・・・発発発表表表機機機会会会

ののの提提提供供供   



（12）個人情報の保護対策、管理運営の透明性を図るための情報公開の取組み  
 
 

１．個人情報の保護 

２．情報公開 

 
 
 
 

１．個人情報の保護 

施設利用やチケット申込時など、会館での業務は多くの市民の個人情報を取扱いま

す。財団では個人情報の取扱いについては、国が定めた「個人情報保護に関する法律」、

また「八王子市個人情報保護条例」の趣旨に沿って、「個人情報保護規程」等を定め

ており、お預かりした個人情報については細心の注意を払い、お客様の権利を侵害し

たり、個人情報を漏洩したりすることがないように、厳正な取り扱いに努めます。 
 また、こうした意識の徹底のため、職員全員に情報セキュリティ研修を行っています。 
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個人情報の取り扱い 

■ 個人情報を得る時は、利用の目的を明示し、利用目的を限定して使用します。 

■ 全職員は、業務上知り得た個人の情報を漏らすことがないよう徹底します。 

■ 業務目的達成のための必要最小限の範囲での収集を行います。 

■ 提供を受けた個人情報資料等を許可なく複写・複製しません。 

■ お預かりした個人情報は、必要がなくなり次第廃棄を行い、情報の漏洩防止に努めま

す。 

■ 八王子市による個人情報取り扱い調査や緊急立ち入り検査に協力します。 

■ 事故の発生又は発生が懸念される場合は、速やかに八王子市に報告し、必要な調整

を行います。 

■ 個人情報を外部に提供することは、ご本人の同意ある場合や、法令等の根拠のある

場合、公益上特に必要とされる場合などを除き行いません。 
 
※お客様の個人情報を取り扱う書類などには必要に応じ、上記の取り扱いに関する注意を提示します。 

 

２．情報公開 

 ① 管理運営の透明性を確保することは非常に重要なことと考え、市民や利用者等から

の情報公開請求があった場合には、速やかにこれに対応してまいります。 
② 財団では「情報公開規程」を制定しており、必要な手続きにおける申し出を受けた

後、規程の適用範囲において情報公開に応じてまいります。 
 ③ 財団ホームページにおいて、事業の運営状況についての情報も積極的に情報提供を

行っており、指定管理者としての責務を果たして参ります。 



(13) 防犯・防災対策及び緊急時における対策等危機管理体制  
 

危機管理対策には、日常からの「予防安全」が必須です。事件事故の発生の危険性が

無いかどうか検証し、未然に防止策を確立するとともに、職員の巡回点検により不審者、

不審物の発見に努め、防犯対策を講じます。また、各種訓練や講習を定期的に行い、万

一の有事の際には、「被害の 小化と二次災害・事故の防止」など 善の対応ができる体

制を整えます。 
 

２．緊急時の対応 

１．危機管理体制の整備  
 
 

１．危機管理体制の整備 

（１） 主な安全対策 

項 目 内 容 

利用者の視点に立った 

施設危険要因の排除 

職員、清掃員等が巡回中に、お客様の動線に注意し、

全スタッフが意識を持って従事します。 

緊急連絡網の整備 緊急対応連絡表を提示し、関係者に周知します。 

消防・防災訓練の実施 

消防署の協力を得て、避難訓練、緊急通報訓練及び館内

に設置されている消防器具の利用方法の習得などを行

います。（隔月実施） 

救命技能認定証 

救命方法について受講し、技能認定を取得します。 

（年１回） 

※ 施設賠償責任保険等に加入します。 

（２） 事務所内の体制構築 

① 万一の場合に備えて救急病院一覧表を作成し、お客様に案内できるようにしま

す。一覧には電話番号、住所と共に診療科目、診療時間も記載し、速やかに案内

できる体制を整えます。 

② 設置されているＡＥＤについて、全スタッフを対象に使用方法の研修を行い、

お客様の緊急時に対応できるように備えます。 

③ 担架、毛布等を準備し、具合の悪くなったお客様に備えます。 

④ 災害など緊急事態に備え、緊急時連絡先一覧を整備し常備します。一覧には救

急病院、消防署、警察、電気・ガス供給会社、市担当課、各委託先本社などを網

羅し、混乱の中にあっても確実に情報を伝達する体制を確立します。 
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２． 緊急時の対応 

  緊急時における迅速且つ確実な行動には、運営組織内の日常の指示・連絡・調整ル

ートを確立することが重要です。利用者（お客様）の安全を第一に考え、全職員が一

体となり、消防・警察・八王子市などの関係機関と連携を取りながら災害等に対応し

ます。明瞭な責任体制と委託先も含む緊急連絡網、避難誘導方法などを構築し、情報

を一元化します。 
  対応にあたっては緊急事態対応マニュアルを作成し、緊急事態に際して各スタッフ

が利用者の安全確保を第一に即応できるよう体制を整えます。 
  芸術文化会館は、大ホール（楽屋５）・小ホール（楽屋４）のほか練習室・茶室・創

作室・会議室・展示室の合計２３室、入場者数も 大で1,800人程度の利用者を収容す

るため、公演等の種類、客層、公演時間等、あらゆる場面を想定した訓練を実施し、

非常時に機能的かつ迅速な行動・活動が行えるよう役割分担を明確にすると共に、日

常から利用者への事前説明を徹底します。 

(1) 火災への対応 

消防法に基づいて防火防災管理者（甲種）及び火災予防条例に基づく自衛消防隊

を組織します。その中で被害状況などの情報収集に努める「通報連絡班」をはじめ、

「消火班」、「避難誘導・安全防護班」、「救護班」など、役割に応じた班を組織し、

火災発見から初期消火、通報、避難誘導、けが人への応急救護等を行います。 

(2) 地震への対応 

大規模地震が発生した場合には、建物の大きなゆれが発生します。利用者がパニ

ックに陥らないよう的確な災害情報の提供を行い、利用者の安全を確保します。 

(3) 風水害への対応 

風水害が予想される場合は、できる限りの情報を収集し、台風の到来に向けて職

員の出勤体制、連絡体制を強化し、迅速な対応が取れるよう準備します。また、公

演主催者や自主事業の場合は出演者等とも連絡を密に取り、来館者に被害が及ばな

いよう備えます。 

(4) 感染症への対応 

流行性の感染症などに対しては、八王子市の行動計画に基づき、市の指導のもと

感染の拡大防止に努めます。 新の情報を収集し、公演等を実施する場合は来場者

に消毒液などの予防品を提供し、安心して来館ができるよう備えます。 

(5) テロや不審者に対する対応 

テロ等の予告があった場合は、直ちに警察署に連絡をし、主催者と協議して、公

演等の実行について判断します。中止する場合は利用者を安全に館外へ非難誘導し、

館内の不審物の総点検を行います。また、不審者の有無についても、利用者の安全

を確保できるよう特に注意を払います。 
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これまでの芸術文化会館の運営業務で培った利用者の皆様との繋がりと地域に根ざ

した運営実績を持つ財団の強みを活かし、利用者の固定化と同時に新規利用者の開拓

を図り、芸術文化会館のファン作りを目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．市民文化団体との連携による事業の拡大・充実 

芸術文化会館は、茶室・展示室・練習室・会議室・創作室等文化団体等に幅広く利

用頂ける各室が備えられております。これにより現在は、茶室を利用した初めての茶

道教室・煎茶教室を茶道連盟・煎茶会と連携し、実施を支援しております。また１階

ロビーでは、華道連盟協力による生け花を毎週展示し来館者に堪能していただいてお

ります。 
   この他の団体とも、今後連携を図り各室の有効 

利用や市民の皆様の文化に対する心を培っていた 
だく事業を展開していきます。 

   秋には、市民文化祭も開催され当財団も主催者 
として参画し、会場館として全面協力体制を図っ 
ております。 

(14)利用者の増加、利用率向上に向けた方策 

１．市民文化団体との連携による事業の拡大・充実 

４．リピーターの定着 

５．芸術文化の振興 

「初めての茶道教室」の様子

 
 
 

個人情報 

２．多目的利用を可能にする柔軟な体制 

３．多様な利用促進のためのＰＲ活動の充実 

 
 

２．多目的利用を可能にする柔軟な体制 

  舞台面利用・学校舞台面利用・14 日前舞台面利用といった練習にも利用しやすい料

金体系を実施し本番に向けてのリハーサル関係にも積極的に対応を図ってまいります。 

また、ホールのＰＲ活動の一環として、ＴＶ・映画・プロモーション等の撮影・録音

等の目的での利用拡大を積極的に図ります。開館時間外利用や、ホワイエ・楽屋、エン

トランスなどホール以外での撮影にも対応します。 

 

 

 



３．多様な利用促進のためのＰＲ活動の充実 

利用率の低い展示室・茶室・創作室などの施設活用については、ＰＲによる本来利

用目的での増加を図るほか、展示室においては会議やミニ講演会・研修会、茶室での着

付け・生け花・畳の部屋としての控え室、創作室ではスペースを活かした展示・会議・

書道等のカルチャー教室などの多目的な活用を推進することにより、利用拡大を図りま

す。 
また、財団の特性は、地域に根ざした広報活動を主軸に展開ができることです。南

大沢文化会館・学園都市センターとの連携体制を整えながら、ポスター・チラシの配布

や財団発行の情報紙「ラ・ラ・ラ」でのＰＲや地域メディア（タウン誌、ケーブル TV、

ポータルサイト等）に定期的に情報発信するなど、既存のメディアを存分に活用します。 
 

４．リピーター（繰り返し利用者）の定着 

利用者カードでお客様の要望や特徴を管理し、事前にニーズを把握するとともに、

次回の利用に向けて新たな提案をいたします。 

また、繰り返し利用されている方の声を聴く「リピーターモニタリング」を実施し、

利用の定着を図ります。 

 

５．芸術文化の振興 

  市民文化の振興は、市民文化活動拠点である、芸術文化会館の担う大きな役割の一つ

です。 
  芸術文化会館は、多機能施設を有しております。それぞれの施設に優れた特性があり

ます。大ホールの優れた音響・舞台・照明装置を活かした公演・講座等、小ホールの多

様なバリエーションのある床の使い方、本格的な茶室を使った茶会、芸術を作り出す創

作室、作った作品を展示する展示室等使い方は様々。 
また、ロビーなどの空間を使ったロビーコンサートやパフォーマンスの実施、クリス

マスや正月における飾り物など季節に応じた空間を作り出し、ロビーの賑わいを創出し

ております。 
  これら、それぞれの施設の特性を活かした活動 
（事業）により、市民文化の振興に寄与します。 

 
 
 
 

 
 ロビーコンサートの様子 
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(15)利用者からの苦情に対する考え方と対応策  
 
 
 

１．苦情に対する考え方 

２．苦情を未然に防ぐ方策 

３．苦情になってしまった場合の対応 

 
 
 
 
 
 

１．苦情に対する考え方 

 利用者が不満や不便を感じてお寄せいただく声を、私たちは「クレーム・苦情」で

はなく、大切な「ご指摘」と捉えます。改善への期待があるからこそ、わざわざ申し

出てくださるものと考えています。 
 

２．苦情を未然に防ぐ方策 

 日頃より利用者とのコミュニケーションを図り、自由に意見や要望をいただける環

境をつくります。職員一人ひとりが利用者の立場に立ち、問題点をいち早く発見し、

声にならないサイレントクレームをも察知し、苦情を未然に防ぎます。 
   また、ご意見のあるお客様とは、真摯にお話をお伺いし、事態の収拾、沈静化、

そして解決の道を探ります。どんな小さな出来事に対しても必ずスタッフ全員が真

摯に受け止めて対応していきます。 
   さらに誰もが自由に意見を述べられる開かれた環境が、理想的運営を実現させる

ための第１歩であることから、利用者との信頼関係を築き、常にクレームに変化さ

せない策を講じていきます。 

 

 

 

３．苦情になってしまった場合の対応 

   ご指摘・ご意見・ご要望は傾聴し、真摯な姿勢で誠実に対応します。 
   実現が可能か困難か、検討が必要か判断し、実現可能なご指摘には迅速に対応し、実

現困難な場合は十分な説明によりご理解をいただきます。また、検討が必要な場合は

原則１週間以内に対応します。 
ご指摘の内容・経緯・対応・結果を市と関係所管に報告し、同じ過ちを繰り返さな

いよう財団内で事例を共有し改善を図ります。 
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ご指摘・ご意見・ご要望

財団内での事例の共有・

改善への取り組み
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迅速に対応 原則 1 週間 
以内に対応 

実現可能なご意見 検討が必要な場合

傾聴・真摯な姿勢・誠実な対応

 実現困難なご意見

十分な説明により
ご理解いただく

関係者・市への迅速で正確な報告



(16)会館を周知するための広報及びＰＲ方法  
 

市民の皆様に施設をより知っていただくために、様々な広報活動やPR活動を展開し

てまいります。また、会館施設で行う様々な公演情報やイベントスケジュールなどを

発信してまいります。 
 

５．地域連携によるＰＲ 

２．情報紙「ラ♪ラ♪ラ」での施設案内 

３．統合パンフレットの作成 

４．ホームページによるＰＲ 

１．情報コーナーの充実 
 
 
 
 
 
 
 

１．情報コーナーの充実 

情報コーナーを充実・活用します。 
情報コーナーでは施設ごとの案内パンフレットはもちろんのこと、各種の公演情報

ポスターやチラシ、冊子などの媒体で市民の皆様に情報提供を行うほか、施設ごとの

月間催し物情報を発信してまいります。 
受付にはチケット販売システム端末を設置し、チケット販売業務と合わせて、窓口

でのチケット情報の提供を行います。 
施設をより身近なスポットとして親しんでいただけるよう、毎週末に実施している

ロビーコンサートの開催情報などもご案内します。 
 

  ２．財団情報紙「ラ♪ラ♪ラ」での施設案内 

   毎月２０万部発行している財団情報紙「ラ♪ラ♪

ラ」に、催し物情報とは別に各施設に関する特集ペ

ージを設けて、紹介していきます。 
施設の特徴や使い方から、客席の詳細な見取り図、

その他ご利用に関する役立つ情報や、はじめて使う

方にも役立つ情報を掲載してまいります。 
 
 
 
 
 
 

例：芸術文化会館の紹介  
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３．統合パンフレットの作成 

多くの方に施設をご利用いただくために、 

各施設で発行している施設の利用案内とは別に、 

財団で実施する様々な事業や各施設の情報を 

掲載したパンフレットを作成します。 

より多くの市民の皆様に様々な事業へ参加い 

 ただくことや施設を利用していただけるように 

 魅力ある広報活動をしてまいります。 

 
 
 

４．ホームページによる PR 

ホームページを利用し、施設に関する 新の情報を発信してまいります。閲覧者がイメ

ージしやすいように、各諸室の画像を多く盛り込み、利用料・利用方法などの詳細な情報

を掲載し、初めて利用する方から普段ご利用頂いているお客さまにとっても役立つ情報を

掲載してまいります。 

また各施設で行う公演についてのチケット情報など、 新情報を時系列に閲覧者にわか

りやすいよう提供してまいります。 

情報紙同様、利用方法の変更時には、ホームページを活用しＰＲを図っていきます。 

 

５．地域連携によるＰＲ 

(1) 事業のＰＲポスターの掲示 

西ユーロードにある商店会管理の掲示板に、事業ポスター等の掲示を依頼し、館

の情報発信の啓発に努めています。また、近隣商店にポスター・チラシの掲示・配

布を依頼し啓発に努めています。 
  
 (2) 地元町会との協力 

地元町会の行事等に参画し、館のイメージアップに繋げております。八王子まつ

り等開催時の施設の貸出協力、周辺道路の清掃、降雪時の道路除雪作業、違法駐車

の注意などを実施しています。 
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(17)環境への負担を軽減するための考え方及び取組み  
 

環境への負荷を減らし持続可能な循環型社会を実現することは、今日の社会経済活

動において も重要な課題の一つであり、私たちの未来への責任でもあるといえます。 
  財団はこれまで八王子市環境マネジメントシステムに準拠し、「環境にやさしく」を

テーマに環境負荷を減らす施設運営に取り組んできました。全職員が環境への配慮を

意識し、省エネルギーと環境負荷の少ない循環型施設運営に全力で取り組みます。 
 
 

３．LAS-E（環境自治体スタンダード）の取組み 

１．省エネルギーの実践 

２．３Ｒ(Reduce・Reuse・Recycle)の実践 

 
 
 
 
 
 

１．省エネルギーの実践 

① 夏季はクールビズ（室温２８℃）、冬季はウォームビズ（室温２０℃）を徹底しま

す。 
② 照明や空調設備、ＯＡ機器などはこまめに電源を切り、日常的な節電を心がける

と同時に、定期的な機器の保守点検、メンテナンスによる適正稼動の維持節電も実

行します。 
③ 機器の入れ替え時には、省エネ型機器を導入します。 
④ 平成２０年度に全施設の水栓を自動水栓蛇口に切替え、更に日常的な節水を心が

けます。 
⑤ 照明電球をＬＥＤに切替し、節電を実行します。 
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LED に切り替え 

 
自動水栓 
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２．３Ｒ(Reduce・Reuse・Recycle)の実践 

① ゴミの分別回収を徹底し、資源化できるものは全てリサイクルします。 
② 施設利用者へはゴミのお持ち帰りを依頼し、有料回収の際も徹底した分別を依頼し

ます。 
 ③ 印刷で使用する用紙を極力減らすため、メールを活用し、用紙の裏面利用を励行し

ます。 
 ④ コピー用紙等の消耗品を購入する際は、「八王子市グリーン調達方針」に基づき環境

にやさしい再生品やグリーン商品を優先的に購入します。 
 

３．LAS-E（環境自治体スタンダード）の取組み 

八王子市が導入しているLAS-Eに基づき、環境に配慮した運営に取り組みます。 
職員研修を実施し、環境に対する意識の向上を図ると共に、年１回の市民参加（環境

推進会議）による監査を受けることでチェック機能を働かせるなど、環境についての

新しい取り組みを導入していきます。 



（18）男女共同参画の取組み  
 

 会館をご利用いただくお客様の多くは、女性です。お客様に満足していただくサービスを 

提供するには、女性の目線、感性、感覚が必要不可欠です。 

    日々来館されるお客様にきめ細やかなサービスを提供するには、私達財団の女性スタッフ 

は重要な戦力です。男女が各々の感性で企画に参画することにより、多様な市民ニーズを幅

広く把握し、事業に反映します。 

私達財団の、男女が共に活躍できる組織づくりの取組みは、以下の３項目です。 
 

２．多様な働き方・生き方が選択できる環境整備 

３．仕事と生活の調和の実現 

１．男女の区別なく能力に応じた採用、人員配置  
 
 
 
 

１．男女の区別なく能力に応じた採用、人員配置 

  施設の管理業務は、窓口業務、舞台管理、設備の保守・修繕をはじめ、事業の企画

運営、会計、人事などの庶務業務など多岐に渡っていますが、これら全ての業務につ

いては、年齢、性別の制約はなく、技術、資格、経験等の業務遂行能力を重視した採

用及び職場への配置を行っています。 

 

  ●平成 22 年 8 月 5 日現在の人員体制は次のとおりです。 
所   属 職員数 うち女性職員 女性の割合 

経営管理課 11 6 54.5% 

芸術文化振興課 12 7 58.3% 

夢美術館 11 9 81.8% 

芸術文化会館 17 9 52.9% 

市民会館 9 7 77.8% 

南大沢文化会館 16 7 43.8% 

コミュニティ振興課 13 5 38.5% 

市民センター 136 101 74.3% 

スポーツ事業課 20 10 50.0% 

学園都市振興課 22 15 68.2% 

計 266 176 66.2% 

   ＊職員数の構成は正規職員、嘱託職員、臨時職員の計 
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２．多様な働き方・生き方が選択できる環境整備 

  個々の職員が、職責を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家庭形成のほか、介護 

やキャリア形成、地域活動への参加等、多様なライフスタイルの家族がライフステージ 

に応じた働き方が実現できるよう環境整備を推進します。 

① 育児休暇制度の整備 

② 介護休暇制度の整備 

③ 各種特別休暇の充実 

④ キャリアプランの構築を支援 

 

３．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

  豊かな市民生活と活々した地域社会の発展に寄与することを目指します。健康で豊か

な生活のための時間を確保するには、ワーク・ライフ・バランスの推進が必要不可欠で

す。ワーク・ライフ・バランスの問題に取り組み、「働き方」と「暮らし方」双方の見直

しを図り、「調和のとれた生活」が実現できる環境づくりを推進します。 

 

 
 

財団が目指す男女共同参画社会の姿 

職員ひとりひとりの豊かな人生を 

 
 
 
男女が各々の感性で企画

に参画することにより、多様

な市民ニーズを幅広く把握

し、事業に反映します。 

働き方の多様化に対応でき

る環境づくりを推進し、活気

ある職場作りを目指します。 

 
 
 

仕事と家庭の両立支援環

境づくりを整えることによ

り、個人がお互いに尊重し

あうことができ、家族のパ

ートナーシップが強化され

ます。仕事の充実は家庭

生活の充実から生み出さ

れます。 

 

 

 

職員は、男女とも、主体的

に地域活動やボランティア

活動等に参画し、地域力

の向上に努めます。 

 家庭生活の充実 活気ある職場 地域力の向上 

仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、 

男女がともに夢や希望を実現 
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(19)自己評価(マネジメントサイクル)の取組み  
 

指定管理者としての行政評価は、期中及び期末モニタリングシートや利用者満足度

調査に基づき、窓口・舞台などの貸館運営、施設管理、事業運営のあらゆる視点から

自己評価し、八王子市に報告するとともに、未達成項目があれば、原因分析と改善策

の立案を速やかに行います。その他、市民利用施設の現場として次のシステムを活か

し客観的な評価を得、館運営・組織運営・事業運営・施設運営など多様な側面から、

改善を図ります。 
 
 

１．業務評価システムの導入 

２．利用者の声を業務改善に反映 

３．職員提案を業務改善に反映 

 
 
 
 
 
 

１．業務評価システムの導入 

財団では、平成１９年度より独自の業務評価システムの構築を検討し、平成２０年

度より試行しています。評価項目には、指定管理者の事業計画、年度計画、期中モニ

タリング項目を網羅しかつ全業務を目標項目に設定しています。芸術文化会館におい

ても、管理運営のＰＤＣＡサイクルに継続的に反映させていきます。 
 
＜評価の指標＞ 

  成果及び目標の達成状況の測定は、主に定量評価で行います。 
 定量化できない項目に関しては、目標を達成するために行った施策、プロセス、結果を

文章で表現し、定性で評価します。 
 

２．利用者の声を業務改善に反映 

自主事業時におけるアンケート調査からも、企画や出演者に対する感想や実施した

事業への評価が分ります。また、今後の事業への実施要望のほか、空調や設備など施

設管理面でのニーズ、職員やスタッフの接客・案内等への意見など、施設管理や貸館

運営の評価も、貴重な生の声として吸収することができ、今後の運営に活かしていき

ます。 
  また、日常の受付窓口や舞台袖等で利用者に積極的に声をかけることで、気軽な意

見交換を通して利用者の満足度を測りながら、ニーズを聞き出すことに努めます。 
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３．職員提案を業務改善に反映 

  職場では職層に関係なく自由に提案ができる環境を作ります。職員の気づきを会

館運営の改善に反映させ利用者の満足度の向上を図ります。職員提案制度に基づく

提案は財団内で共有し、各職場の業務改善に繋げます。 
 
 

ＤＯ 

ＰＬＡＮ 

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴＩＯＮ 

調査・分析 

改善計画 

改善への取組 

検証・達成度把握 

継続的な取り組み 

マニュアル 

情報共有 

情報収集・職員提案 

「お客様の声」 

「満足度調査」 
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(20)その他の提案事項  
 
 
 

３．夢や創造を与えられる空間演出 

１．財団他施設との連携の強化 

２．市民連携と自主事業の充実拡大 

 
 
 
 
 
 

１．財団他施設との連携の強化 
財団の今後の新たな事業展開に向けて、財団他施設（コミュニティ施設、夢美術館、

スポーツ施設等）と連携を密にすることにより、財団の経験とマンパワーを更に有効

に事業に反映させます。 
 

２．市民連携と自主事業の充実拡大 
財団は、八王子の市民文化を支えてきた長い歴史を持つ八王子文化連盟と協働し、

年１回市民文化祭を主催者の一人として、大々的に開催しております。「みる」機会

と「みせる」機会を共に創り上げ芸術文化の質の向上と、市民との一体感を生み出

すことに貢献していきます。 
  また、地元商店会や市民団体を支援し、地域イベントと連携する新たな自主事業

の企画運営に取組み、活力ある街づくりの推進と芸術文化の振興に努めます。 
 
３．夢や創造を与えられる空間演出 

現在、文化連盟の茶道・華道・美術連盟等との協働により、その作品展示等空間の

有効利用を図っておりますが、更にいちょうホールで創作活動をしている方々を始め

とし、市民の方々にとって芸術・文化の発信地となる様なロビーの活用・運営を行っ

ていきます。 
 
 
 
 

華道連盟の協力により活けていただいた作品 寄贈品のロビーピアノ 
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                                     別紙１ 
 

芸術文化会館諸室別区分利用率 
 
 
 
            

施 設 名 平成２１年度実績 

大ホール 
 

小ホール  

第１練習室  

第２練習室  

第３練習室  

第１展示室  

第２展示室  

創作室  

第１茶室  

第２茶室  

第１会議室  

第２会議室  

第３会議室  

第４会議室  
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別紙２ 

高品質なサービスを提供するための研修 

 
対象 目的 研修例 備考 

 新人研修 

 在職者 
ホスピタリティーの 

向上 
 準２級受講者対象 

 市民文化祭等に向けて 

全員 

利用者への説明充実 
 基礎知識と窓口対応 

舞台スタッフ 専門知識の習得  外部研修に参加 

全員 他施設を知る    

効率的な組織運営のための研修 

対象 目的 研修例 備考 

新規採用者 財団を知る    

新規・異動 スキル向上    

スキル向上    

 八王子商工会議所主催・研修講師 該当者 

   

全員 

専門知識の習得 

 自己啓発 

主査・主任 就業規則他    

全員 経営戦略    

   
主査・主任 

マネジメントスキルの

向上    

安全・安心な管理運営のための研修 

対象 目的 研修例 備考 

 ３年ごとに更新 

   緊急時の対応 

   

環境意識の向上    

安全意識の喚起    

個人情報保護意識の 

徹底 
   

全員 

(例外あり） 

職場内の安全管理  八王子労働基準協会 
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