
（１）美術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、「優れた美術品を身近なところで鑑賞でき

る場を提供し、市民の豊かで潤いのある生活に寄与する」という美術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。

くらしの中の美術館

１．
魅力ある展覧会
の開催

２．
特性を活か　　　
した関連事業

3．
来館者増とまち
づくり

４．
美術館として
の適正な施設
管理

１．魅力ある展覧会の開催
　来館者の満足度は展覧会によって大きく左右されます。財団は開館準備以来 8年の

経験を踏まえ、館長以下、専門的知識を有する学芸員による企画力とネットワークを

駆使し、質が高く、幅広い分野の特別展を開催します。また、収蔵品寄贈者と培った

信頼関係、調査研究の実績を活して、常設展（収蔵品展示）を開催します。

２．特性を活かした関連事業
　八王子市は多くの大学が集まる学園都市です。伝統ある美術大学や美術専攻科を持

つ学校が所在しており、当財団では開館以来、美術大学と共催で展覧会などを開催し

てきました。学芸員による講座なども行っています。また、財団の持つホール運営の

ノウハウを活かした講演会やミュージアムコンサートを開催し、展覧会と連動した事

業を展開しており、今後も更に充実していきます。
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魅力ある展覧会の開催　多彩な展覧会の例（実績）

開館記念展 アニメなどの展示 八王子ゆかり展示 絵画等の展示 陶芸などの展示

４．美術館としての適正な施設管理
　夢美術館は複合施設の中にあり、消火・空調設備、搬出入口等、美術館としての機

能は十分とはいえません。活動の基盤となる調査･研究のスペースも確保されていま

せん。様々な制約はありますが、美術館に適した除塵防黴、収蔵品の殺虫・殺菌処置、

修復など、適正な管理を行い、来館者の満足とともに収蔵品寄贈者、借用先からの信

頼を得てまいります。

創作教室（いちょうホール）

ミュージアムコンサート

多摩美術大学彫刻展
（いちょうホール）

東京造形大学フラッグ
ギャラリープロジェクト
（商店街）

鑑賞授業（市内小学校） 収蔵品修復

収蔵品害虫駆除・滅菌20 万人来館達成（21 年度）

関連事業・まちづくり・施設管理の例（実績）

３．来館者増とまちづくり
　市民や地元商店会、市内の他の美術館とも連携したイベントを開催し、まちの賑わ

いを創出します。また、これまでの実績と信頼から、全国規模で美術館や作品の所蔵

家から協力を得て、単独では困難な事業も実現。全国的にも注目を集める旬の展覧会

を開催し、地域に根ざしながらも、全国区の美術館を目指します。内外から注目され

ることで、来館者を確保し、市街地活性化に寄与します。

著作権情報

個人情報個人情報

個人情報 個人情報
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（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

１．来館者数１8万人以上

　経営効率を高め、来館者促進に努めたことによる収入増は、新たなサービス提供・展示内容の

充実に投資します。来館者の満足度が高まることは、入館者数の増加につながり、利用料金増収で、

更なるサービス向上・展示内容の充実を図ります。そのため、下記の数値目標を設定し、その達

成に向けて努力していきます。

　展覧会は美術館活動の中核です。17年度から 21年度までの展覧会来館者数は約 17万人でし

た。23年度からの 5年間では、18万人以上の展覧会来館者数を目標とします。魅力ある展覧会

を開催することで来館者を惹きつけます。話題性のある展覧会を開催することで、これまでＮＨ

Ｋをはじめ多くのメディアで報道されてまいりました。その経験を活かし、各種メディアに働き

かけるとともにポスターの掲示など地道な活動を通して周知を徹底します。

　また、来館者の要望に応え、開館日や開館時間を柔軟に設定し、来館者を確保します。

サービス向上・展示内容充実

２．子ども・学生２0％増（平成 21年度実績 18,470 名に対し）

　子ども・学生が本物の美術品を見る機会を提供し、子ども・学生の来館者増を図ります。学校

との連携や様々な働きかけにより、次代を担う子ども・学生にとって美術鑑賞が身近な存在とな

る仕組みを作り、「未来の文化びと」を育みます。スタンプラリーやアウトリーチ、鑑賞授業など

の様々な企画を通して参加意欲を促します。

　観覧料は、これまで行ってきた、市内小中学校団体鑑賞減免と子ども・学生の観覧料半額、市

内外小中学生の土曜日無料、こどもの日無料を継続し、更に展開して通年での子ども・学生の無

料化を検討します。

３．年間 6本の特別展の開催

　夢美術館は開館以来、常設展（収蔵品展示）と年間 6本の近代洋画やアニメ、陶芸など様々な

美術分野の特別展（作品を借用して行う展覧会）と市民の発表の場である公募展（隔年）を開催し、

内外から高い評価を得て参りました。今後も、館長、学芸員の専門性とネットワークを活かして、

更に質の高い展覧会を提供していきます。
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（３）美術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

　夢美術館の職員配置は、管理運営を効率的かつ効果的に行うことが出来る体制とします。学芸

員の事務職員は、常勤の主査を含めた正規職員 3名及び嘱託職員 3名の体制で、財団経営管理課、

芸術文化振興課等と連携し、美術館の建物及び設備・備品の管理から収蔵品管理・活用、展覧会

の企画、関連事業までの業務を行います。また、受付業務、監視員については、基本 1ポストとし、

臨時職員で対応します。

館長　　　１名

副館長　　１名

学芸員　　５名（うち正規職員２名）

事務職員　１名

受付職員　平日１名　土日等 2名

監視員　　土日等　1名

１．人員配置

２．多様で柔軟な雇用形態

　正規職員の主査のほか、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、多様

で柔軟な人員体制を確保します。

　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。

３．効率的で効果的な勤務体制

　夢美術館の開館時間は、10時から 19時まで。開館準備、閉館後の整理を含め 8時 30 分から

19時 30 分までの時間帯を下記の 3交代を基本とし、利用の多い時間帯や業務量の集中する期間

に職員体制を厚く配分するとともに、展示品の保全に必要な監視員、告知物の発送など不定期に

集中する業務については臨時職員で対応し、来館者へのサービス水準を保ち、安全確保を重視し

た管理運営に努めます。

早番　　8時 30分～ 17時 15分　(1 ポスト )

中番　　9時 30分～ 18時 15分　(1 ポスト )

遅番　 10 時 45 分～ 19時 30分　(2 ポスト )
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４．研修体制（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、市民に認められるものと考えております。

　具体的には、財団職員が共通に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

になることをめざします。

①八王子市を愛し、ふれあい財団職員としての誇りをもち、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、常に研鑽を怠らない、施設特有の技

　術や知識に精通した高い専門性をもつ職員 

（１）財団の目指す職員像

（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

振興づくりに貢献します。

　職員が専門性を高め、お客様へ最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人材育成に力を入れ

ています。さらに必要とされる技術・スキル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。　※主な研修内容は別紙「研修一覧表」のとおり

研修体系（人材育成）

研修例（展示研修）

高品質な
サービス提供
のための研修

効率的な
組織運営の
ための研修

安全・安心な
管理運営のた
めの研修

愛される
財団をめざす
原動力！

個人情報
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１．館長は美術館の　“顔 ”　　

２．運営の “要（かなめ）”学芸員

　展覧会開催にあたり他館等から貴重な作品を借用する場合は、相互の信頼関係が問われます。

そのため他館が信頼するに足る実績を持つ “美術館の顔 ”（館長）の存在が重要となります。私達

財団では、学芸員の資格を有し、豊かな専門知識、実務経験、人的ネットワークを持つ人材を館

長に迎え、各方面からの信頼を獲得しています。

　実際の美術館運営に当たっては、専門知識を有する学芸員の存在が必要不可欠です。私達財団

では、学識、実務経験とも豊かな学芸員、正規職員２名、嘱託職員 3名を雇用し、館運営及び展

覧会を開催します。なお、学芸員の確保に当たっては、市内美術系大学の協力も得ています。

（４）施設の維持管理に必要な技術者、有資格者の配置

３．危機管理に関する有資格者

　夢美術館は大型の複合施設ビュータワー八王子内に設置されています。法令上必要な防火・防

災管理責任者１名を配置して適正な維持管理を行います。
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　夢美術館は、様々な年齢層の市民の皆様を接客する機会が多くあります。お客様に安全、安心

に施設をご利用いただくには、お客さまに接する職員が健康であることが第一であり、特に労働

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。

（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り組み

　　及び考え方

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

（１）安全衛生管理体制の整備
　　職員の健康障害を防ぎ、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

　委員会を設置しており、各職場に資格を保持している衛生推進者を配置するとともに、年 2回

　衛生委員会を開催します。

　　選任された衛生推進者だけでなく、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。

　またビュータワー八王子防災センターとも連携し、事故の防止に努めます。

（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。お客様と接する機会が多い職場で

　あるため、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ています。

　　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

　推進者が安全教育を実施します。

１. 労働安全衛生関係法令の遵守

２.　自主的な安全衛生活動への取組み

　安全な作業を定着させるために、全職員が災害防止の活動に取り組むようにし、危険に対する

認識、安全意識を高めます。私達は次の活動を通じて、安全意識を向上させます。

（１）ヒヤリ・ハット活動
　　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。
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　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）

を評価し、リスク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。

（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

   リスクアセスメントの流れ

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、リスクの大小を評価する。

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従い、リスクの除去や低減措置を実施します。

リスクアセスメント実施の準備

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）

リスクの評価（手順３）

許容可能なリスク以下
であるか

リスク低減対策の検討・実施（手順 4）

リスクは許容可能な範
囲になったか

現状ではこれ以上のリ
スクを低減できないか

残留リスク対策記録

はい

はい

はい

いいえ
いいえいいえ
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　夢美術館は、館が企画した展覧会をご覧いただく施設で、一般施設貸出はしていません。来館

した全ての方に等しくご入館いただけます。

　バリアフリーに務め、養護学校、介護施設等の団体鑑賞を積極的に受け入れ、職員が直接対応

いたします。

　更に次の工夫により、美術館の敷居が高くならないよう、誰もが気軽に入館できるように努め

てまいります。

① 美術鑑賞の補完資料（ワークシート等）の配布

② 作品名等の外国語併記

③ 英語、中国語、韓国語のパンフレットの配布

④ 子ども用解説シートの配布

⑤ 車椅子の無料貸し出し

⑥ 子ども連れでも気軽に鑑賞できるよう、観覧料の設定を検討

⑦ ボランティアによる展示ガイド

⑧ 受付に筆談ボード配備

１．誰もが気軽に利用できる美術館

（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

　隔年で開催予定の市民公募展では、要件を満たした誰でもが応募できます。専門家による審査

を経た作品が入選作品展で展示され、審査員と一般来館者による投票で各賞を決定いたします。

審査員には厳正な審査を求め、投票は匿名性のもと、組織的な得票がないよう配慮いたします。

審査の流れ（実績）

応募用紙での受付 要件等のチェック 作品搬入受付 専門家（複数）の審査

入選作品決定入選作品展開催一般来館者投票※ 審査員投票※

※一般来館者とほぼ同等の
　票数投票（識者による評
　価の反映）

※一人三作品投票。一作品
　のみの投票は無効（組織
　的得票の抑止）

入賞作品決定

⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒

車椅子の無料貸し出し

２．市民が参加できる公募展

⇒⇒

⇒
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　市民ニーズを掴みつつ、市と協議しながら柔軟な対応をしていきます。例えば、18年度より

八王子まつりにあわせて、土曜日、日曜日２日間の開館時間を２１時まで延長し、市民の利便

性向上を図ったところです。

　また、学校教育の一環としての「美術館での授業実施」や、閉館後の展示室内でのトークなど、

さまざまな要望に対応するため、休館日、閉館後の一部開館などについても積極的に取り組ん

でいます。

　21年度には夏休みの期間の月曜日を開館、更に 22年度には月曜日と祝日が重複する時は振り

替えの休館日をなくすなど、試行的に行ってきた夏季月曜開館、開館時間の延長を検討していく

ほか、利用頻度の低い時間帯を見直すことにより開館日等増加に伴うコストの抑制を図ります。

市民の要望に応え柔軟に対応

（７）　開館日及び開館時間等についての考え方

八王子まつりにあわせて夜間延長開館
地域ぐるみの催しに連動することで、街の賑わ
いを創出します。

夜間延長開館によるトーク
通常開館と時間帯をずらし、混雑を緩和するとともに、展
覧会の付加価値を高めます。

月曜日臨時開館による市内小学校の見学（イメージ）
休館日に小中学生等の団体鑑賞を受け入れ、混雑を緩和し、未来を担う子どもたちに、本物にふれる、ゆったりとした鑑賞
の時間を提供します。

　　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

　　　　　　　　　　　展示替え期間

　　開館時間　　　　　10時から 19時

　　受付時間　　　　　原則として 10時から 18時 30分

個人情報

個人情報
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　条例に定める金額設定の考え方を遵守していきます。

　「くらしの中の美術館」を標榜する公立美術館として、市民に気軽に美術鑑賞を楽しんでいただ

くため、観覧料をなるべく低額に抑え、入館者の増加による利用料金の確保を図っていきます。（実

績として、条例で特別展の観覧料上限 1,000 円のところ１00円～ 800 円で実施）

　また、小学生から大学生、シルバー減額、障害者等への免除などについても、将来の来館者づくり、

障害者・高齢者の社会参加促進の観点から、積極的に取り組み、広く周知を図り制度を活用して

もらえるよう努めていきます。団体割引についても柔軟な発想で、利用者の立場に立った利用し

やすい制度を提案してまいります。

　さらに、割安な年間パスポートを販売することによりリピーター（繰り返し利用者）の確保に

努め、安定的な美術館運営を目指します。

　支出に見合った観覧料を設定することで、収入を確保しつつ、減免制度を積極的に活用し、利

用者が来館しやすい金額設定とします。

気軽に来館しやすい金額設定

。

65歳以上の方
は半額です。

学生の方は
半額です。

本日
中学生以下
無料です。

（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

毎週土曜日は中学生以下の観覧料が無料になります。

高等学校、専門学校、大学、八王子市学園
都市大学等に通学の方は、観覧料が半額に
なります。学生証等をご提示ください。

65 歳以上の方は観覧料が半額になります。
年齢のわかるものをご提示いただく場合も
ございます。

。

。

障害者手帳等を
お持ちのお客様は、
観覧料が免除され
ます。
障害者手帳をご提示下さい。なお、同伴
者 1名様も免除されます。
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　私達財団は、平成１４年度の３団体統合時はもとより、毎年度職員体制を見直して来ましたが、

今後も引き続き、多様な雇用形態を採用します。

　美術館においても受付業務のシフト時間の短縮などにより経費の削減をおこなってきており、

少人数の中で学芸員資格者を多数配置し、企画展を中心とした公立美術館としてはきわめて少な

い人員により運営できていると自負しているところです。

　イベント等など一時的に職員あるいは備品等の確保が必要な場合は、財団内の文化施設との連

携により人的、物的資材を融通し経費の削減に努めます。

　加えて、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。

４．効率的な執行体制と人件費の見直し

２．光熱水費の削減

３．展覧会開催経費を軽減

　美術品管理等に支障ない範囲で省エネに取り組み、光熱水費の節減に努めます。

　展覧会の実施にあたっては、企画会社やデザイナー等財団外の豊かなノウハウを活用する一方

で、学芸員の独自企画、デザインの直営化など館の人的資源を有効に活かし、コストの削減を図

ります。

　また、他の美術館や市内大学との共同企画、巡回展などによる共通経費分担や、アーティスト

との長期契約、文化機関等の助成制度を積極活用により、展覧会の開催費の負担軽減を図ります。

　適正人員配置、業務のマニュアル化などにより管理運営コストの削減に努める一方、他美術館と

の共同開催や各種助成制度の活用により展覧会開催経費の軽減に努めます。

（９）管理経費のコスト削減を図る方策

１．委託費の削減

　委託業務の仕様の内容を見直すことにより経費の削減に努めます。
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（10）美術館の設置目的を踏まえた利用者の満足度を高める方策

　特別展、常設展（収蔵品展示）の開催や、様々な関連事業を展開し、あらゆる市民の “満足 ” に

応える事業を展開します。

１．アンケートの実施

　年に一度時期を定めて行う満足度調査のほか、夢美術館では年間を通じて 6本の特別展でアン

ケート調査を実施しており、今後も継続します。

　様々なジャンルの展覧会を行う美術館では、展覧会ごとの観客層や志向を随時把握することで、

以降の展覧会の企画に反映させるとともに、施設管理や、対人サービスの向上に役立てていきま

す。

　満足度調査では 100 件の有効サンプル数を目安としていますが、年間でアンケートを行うこ

とで、その６倍以上のサンプル数を得ています。

２．全国各地の美術展情報提供

　夢美術館では、ホワイエやロビー、廊下等のスペースを活用して全国各地の展覧会情報をポス

ター掲示、チラシ配布により提供しています。常時 100 件近いポスターがまとまって掲出され

る様子は、他に類を見ないものです。

　夢美術館を訪れることで、様々な美術展の情報を得られること自体が市民サービスとなります

が、施設の特性から、大型の彫刻や国指定文化財等の紹介が困難な夢美術館では、他の展覧会情

報を提供することで、それらの鑑賞を希望する方へのサービス向上を図ることができます。

３．ホームページの充実

　年間 6本の特別展や様々な関連事業、講演会やワークショップなどの開催情報を随時更新し、

リアルタイムの情報を提供します。このため収蔵品の紹介や過去に開催した展覧会のデータ等も

公開し、データベースとしての機能も果たすホームページを運営します。
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（11）　特別展及び収蔵品展示についての考え方

１．特別展

２．収蔵品展示（常設展）

【３つのテーマに基づき多彩な展覧会を開催】
（１）内外の優れた美術品の紹介　（知名度の高い作家・作品等）
　　近代洋画展

　　海外作家展

　　陶芸展等

（２）現代の息吹と未来への展望　子ども・若者むけの企画（アニメーション、絵本など）
　　家族連れでも楽しめる展示

　　国際的な評価を確立したアニメなどを紹介する展示

　　現代作家展等

（３）地域性と普遍性　地元ゆかり展（地元ゆかりの作家・“八王子 ” に関連した企画）
　　収蔵作品を活用した展覧会、新規収蔵品のお披露目

　　市内在住、出身の著名作家の個展等　市内美術大学と連携した企画

【関連イベント等を実施】
展覧会をより深く理解し、美術館を楽しんでいただくための各種事業を開催。

　ギャラリートーク（解説）、ワークシートの作成、作家の講演会、ミュージアムコンサート、

　お茶会、市内美術館・画廊等との連携（スタンプラリー）

　特別展の開催にあわせて、展示替えを行い約 900 点の収蔵品を作家ごとやテーマを設けて紹介

します。また、通常行う常設展に加え「特集展示」として特に作家やテーマを絞った内容で企画

性の高い展覧会を開催します。

収蔵品展示　小島善太郎作品

23 年度の小学校図工教科書に夢美術館の展覧会が紹介。現代作家の作品を教
育普及をテーマに展覧。多くの小中学生が訪れた。

22 年度特別展ではピカソの作品も紹介。

著作権情報 個人情報
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（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

　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。

　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への協力をします。

■ 事故の発生、又は派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。

　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いきます。

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います。

　また財団ホームページにおいて、事業の運営状況について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いきます。

１．個人情報

２．情報公開
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（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

お客さまの安全を第一に　

　私たち美術館では、火災・震災等に備え、消防計画を立てて非常時に備えています。また、一

定規模以上の災害に対しては、財団に対策本部（本部長＝理事長）を設置し、緊急事態に対応で

きるよう体制を整えています。

　なお、これらを遂行するため、独自の危機管理及び災害対策本部マニュアルを作成し、緊急時

の危機管理体制を整備しています。同マニュアル、ビュータワー共同防火協議会消防計画、八王

子市夢美術館消防計画を合わせて、幅広く施設利用者の安全確保を最優先させています。

　また、職員は AED講習を受け、非常時に備えています。

１．美術品等の防犯・安全管理

　夢美術館では市の大切な文化的資産を管理しています。また、特別展の際には国を含め

た他館や個人の所蔵家から、大切な所蔵品をお借りします。警備員及び混雑時には監視員

を配置するとともに、借用する美術品等には必ず保険を掛け万一に備えます。夢美術館は

収蔵庫を除いて消火設備にNSスプリンクラーが導入されており、水による被害が懸念され

ますが、展示室においては二酸化炭素消火器を配備し、万一の火災の際には、初期消火に

務め、水による被害を最小限に抑えます。

火災発生
煙探知器等による発報

又は熱によるヘッド部の変形
NSスプリンクラー撥水

この間に消火器による初期消火

⇒ ⇒

２．危機管理体制の整備

　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、「被害の最小化と二次災害・事故の防止」など最善の対応ができる体制を

整えます。
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３．緊急時の対応

　私たちは、利用者の安全を第一に考え、消防・警察・八王子市・ビュータワー管理組合

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。対応にあたっては財団の緊急

事態対応マニュアルを作成し、緊急事態に対して各スタッフが利用者の安全を第一に即応

できるよう体制を整えます。
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（14）利用者の増加、利用率向上に向けた方策

　より多くの市民の方々に美術館へ足を運んでいただくためには、市民ニーズをつかんだ質の高

い展覧会を開催することであると考えています。美術に対する市民ニーズはきわめて多様なため、

ターゲットとなる来館者を展覧会ごとに想定しつつ年間計画をたてていきます。このため時期を

定めて実施する利用者満足度調査とともに、年間を通して来館者からアンケートをとって催しご

との傾向を分析します。

　また、展覧会を広く周知するため、多様な媒体を駆使したＰＲ活動を行います。特にパブリシティ

は広報活動のカギを握るものと考えており、特色ある展覧会を開催することで、新聞・テレビ等

で紹介していただけるよう報道機関への働きかけも積極的に行います。

　年間パスポートを発行してリピーターを増やし、「ぐるっとパス」

（主催：東京都の美術館・博物館等共通入館券実行委員会）

公益法人東京都歴史文化財団内事務局「東京のミュージアム　

ぐるっとパス事務局」に参加するなど、積極的に新規顧客の開拓

を行います。

ギャラリートーク ミュージアムコンサート お茶会 絵画教室

１．展覧会の充実と積極的な PR

２．関連事業を多彩に展開

　市民の方々に展覧会をより深く楽しんでいただくため、講演会、ギャラリートークによる作品

解説等を開催してきましたが、こうした関連事業については、展覧会の内容にあわせ、今後も多

彩に展開します。

　また、市民の皆様が作品づくりのきっかけとなるよう実際に参加できるワークショップも継続

的に開催します。

　さらに、常設展示期間に開催してきたミュージアムコンサートを継続的に実施するなど、美術

館を複合的に楽しんでいただけるよう努めます。

個人情報
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　市内の幼稚園、保育園、小・中学校、高校・大学、老人施設等に出向いて積極的に美術館及び

催し物のＰＲを行っていくほか、開館以来継続的にポスター掲出等をお願いしてきた地元商店会

との協力関係についても、より強固なもとなるよう努めていきます。なお、事業展開においても、

上記機関と協働で行えるものを検討します。

　また他の美術館との信頼関係を深めることにより、作品の貸し借りや巡回展の企画を行い、連

携を活かした展覧会の運営を図ります。

　その他東京都のぐるっとパスのほか、全国美術館会議、全国造形教育連盟、ＴＡＭＡミュージ

アムネットに加盟し、美術館連絡協議会と連携するなど多くの美術関係機関と協働を図ります。

３．様々な機関との連携
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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

３．苦情になってしまった場合の対応

２．苦情を未然に防ぐ方策

　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。

　日頃より利用者とのコミュニケーションをはかり、自由に意見や要望をいただける環境を作り

ます。職員ひとり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

トクレームを察知し、苦情を未然に防ぎます。

　また、ご意見のあるお客様には、担当者が誠意をもって、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一歩。

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ます。

　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一週間以内に

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。

ご指摘・ご意見・ご要望

傾聴・真摯な姿勢・誠実な対応

関係者・市への迅速で正確な報告

実現可能なご意見 実現困難なご意見 検討が必要な場合

迅速に対応
十分なご説明によ
りご理解いただく

原則１週間以内
に対応

財団内での事例の共有・改善への取組み
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（16）美術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活動を展開していきます。

５．情報コーナーの充実

　ロビーの一部を、情報コーナーとして活用しています。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、各種の催し情報などを、ポスターやチラシ、冊子などの媒体で市民

の皆様に周知していきます。

　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。特別展の内容や、ギャラリートークなどの情報を提供していま

す。

３．財団情報紙「ラ♪ラ♪ラ」にて特別展を案内

　多くの方にご来館いただくために、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．統合パンフレットの作成

1．年間スケジュール、展覧会告知ポスター、チラシの配布

　年間の展覧会スケジュールと特別展ごとにポスター、チラシ等を作成し、掲示・配布します。

市内施設をはじめ各地の美術館や近隣図書館等文化施設に掲示を依頼し幅広く周知を行います。

　また、近隣商店街会に掲示・配布を依頼し地域での浸透を図ります。

２．ホームページでの PR

　展覧会の出品作品やイベントの様子など、夢美術館独自のホームページで様々な情報を豊富な

画像で紹介します。

　情報提供の即時性を高め、リアルタイムでの情報を提供していきます。

特別展チラシの作例

財団情報誌２２年８月号第１面

著作権情報
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６．テレビ、新聞、雑誌等への取材依頼及び広告掲載

　様々なメディアに働きかけ、紹介記事、取材記事の掲載、報道を通して周知を図ります。また、

新聞や近隣情報誌、美術雑誌等へ広告を出稿し広報に努めます。

展覧会紹介記事、広告出稿例
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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

て最も重要な課題であり、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まいりました。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。

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℃）を実行します。

②照明や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日常的な節水を心がけます。

⑤照明電球の LEDへの切り替えを検討します。大部分を占める展示照明に関して学芸員が展示照 

　明学会での研修に参加するなど、その普及と実際の効果を研究しています。

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、それが出来ない場合で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、Eメールを活用し、用紙の裏面利用を奨励します。

④コピー用紙等の消耗品を購入する際は「八王子グリーン調達方針」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ともに、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。
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（18）　男女共同参画の取組み

　施設の管理業務は、窓口業務、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、全ての業務は、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。

１．男女の区別なく能力に応じた採用、人員配置

　　

　　
　夢美術館をご利用いただくお客様の多くは、女性です。お客様に満足にしていただくサー

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。

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

　１．男女の区別なく能力に応じた採用、人員配置

　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（ワーク・ライフ・バランス）の実現

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 ３８．４％

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％

●平成２２年８月５日現在の人員体制は次のとおりです。

※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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　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

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（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。

　
　　　　　　　　　　職員一人ひとりの豊かな人生を
　　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

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。

活気ある職場 家庭生活の充実 地域力の向上

財団が目指す男女共同参画社会の姿
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（19）自己評価（マネジメントサイクル）の取組み

１．業務評価システムの導入

２．利用者満足度の把握

　お客様の声を運営に反映させる仕組みとして、アンケート調査を実施します。対象者に合わ

せた調査ポイント及び指標を設けます。

　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。

＜評価の指標＞

　・満足度調査及び日常のアンケート等により、職員に対する、利用者のご意見やご要望を、　

　　評価項目に加え反映させていきます。

　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、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、施設運営・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。

特定企業情報
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情報収集・職員提案
　  「お客様の声」
　  「満足度調査」

調査・分析

改善計画

改善への取組み

検証・達成度把握

継続的な取組み
　マニュアル
　情報共有

ＰＬＡＮ

Ｄ Ｏ

C H E C K

C H E C K

３．職員提案を業務改善に反映

　職場では階層に関係なく自由に提案できる環境を作ります。職員の気付きを館運営の改善に

反映させ、利用者の満足度の向上を図り、職員提案制度に基づく提案は財団内で共有され、各

職場の業務改善につなげます。
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（20）その他の提案事項

美術大学との連携を強化

４．ミュージアムグッズ

　当館オリジナルのミュージアムグッズの販売を行い、増収を図ります。展覧会鑑賞のメモリアル

となる絵葉書や美術関連のグッズ販売は目に見える市民サービスであり、美術鑑賞、施設利用の満

足度向上となります。グッズ販売による直接的な増収だけでなく、来館リピートを促し、観覧料収

入の増加にもつなげます。

　・八王子が誇る夭折の天才銅版画家・清原啓子版画集を出版します。

　・立志伝中の人・小島善太郎の半生を子供向けに紹介する冊子を作成します。

　・市内在住だった故人の版画家の全作品について調査し、市に提案します。

１．市内大学との連携

３．収蔵品の活用

（１）実践講座の開催
　　館長・学芸員の専門性を活かしたワークショップやゲストを招いての実践講座。これまで展

　覧会の関連で行ってきたトーク等とは別に、シリーズで学びの場を創出します。

（２）市内施設との連携強化
　・南大沢文化会館での収蔵品展を開催します。

　・学園都市センター他展示室でのワークショップを開催します。

　・南大沢文化会館と多摩美術大学美術館との共催による事業の連携を図ります。

２．関連施設との連携

特定企業情報
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別紙 

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 

 
 
 

特定企業情報 

 
 
 
 

特定企業情報 

 
 
 

特定企業情報 




