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目的 

都市自治体の文化政策、文化・芸術振興施策については、地域内外の専門人材、企業、住民等の多様な主体との連携が必須であ

る。 

これまで都市自治体における文化・芸術振興施策においては、文化施設のハード面の整備が先行してきたが、住民ニーズの高度

化、人口減少に伴う財政難を背景に、ソフト面の充実及び施設そのものの老朽化問題、耐震化への対応といったことが喫緊の課題

となる中、文化施設の意義、あり方を厳しく問われている。 

 そこで、都市自治体における文化政策の中の施策として、文化施設の運営をどう捉えているか、長期スパンでどのように運営し

ていこうとしているのかを明らかにするため、施設運営のマネジメント又はガバナンス、専門人材の活用、資金の流れ、多様な主

体との連携、評価等について調査するもの。 

 全体的な傾向の把握とともに、先進事例の抽出を目的とする。 

  

説明 

○貴自治体で設置の文化政策、文化施設の運営について回答してください。 

○質問票は、文化政策所管部署に回答いただく「Ⅰ文化政策、文化施設の状況」、施設所管部署に回答いただく「Ⅱ施設運営につい

て（所管部署）」、施設運営主体に回答いただく「Ⅲ運営主体について」、「Ⅲ-Ⅰ施設運営について」の 4種類です。 

○対象となる施設は、劇場、音楽堂、美術館、文学館です。劇場、音楽堂、美術館、文学館を含む複合施設を含みます。 

 ただし、次の施設は除いてください。 

・専ら貸館のみを行う施設 

 ・複合施設で、劇場、音楽堂、美術館、文学館以外の施設種別（集会場、図書館、スポーツ施設等）が主たる機能となっている

施設 

 ・劇場、音楽堂、美術館、文学館のいずれかの機能に即した自主企画を行わない施設 

○「Ⅰ文化政策、文化施設の状況」、「Ⅲ運営主体について」は部署ごとに、「Ⅱ施設運営について（所管部署）」、「Ⅲ-Ⅰ施設運営に

ついて」は施設ごとに回答してください。 

○本館、分館の扱いについて、運営が不可分の場合は 1つの施設として回答してください。 

○特に指示がなければ、平成 29年 4月 1日時点の内容でお答えください。 

 

「Ⅰ文化政策、文化施設の状況」 

文化政策所管課において回答 

 ↓ 

（文化政策所管課から回付（施設所管部署と同じ場合は引き続き回答）） 

 ↓ 

「Ⅱ施設運営について（所管部署）」 

所管部署において回答 

 ↓ 

（施設所管部署から回付（施設運営主体と同じ場合は引き続き回答）） 

 ↓ 

「Ⅲ運営主体について」、「Ⅲ-Ⅰ施設運営について（運営主体）」 

運営主体において回答 

 ↓ 

提出 
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Ⅰ 文化政策、文化施設の状況 文化政策所管部署が回答してください。 

基本情報（フェイスシート） 

 

文
化
政
策
所
管
部
署 

自治体名（     都・道・府・県、    市・区） 

所管部局課室名（               ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

所管課室の職員数（正規   人、その他    人） 

担当者様連絡先（担当者名：              ） 

（電話番号：              ）、（メールアドレス：           ） 

 

 

Ⅰ-1 文化政策（文化行政）の状況 

問 1 文化政策（文化行政）及び文化施設（劇場、音楽堂、美術館又は文学館等）の管理運営にかかる経費の平成 28 年度決算額

を記入してください。文化政策にかかる経費は、文化施設の管理運営が教育委員会に属し、社会教育行政に関する経費で計上し

ている場合は社会教育行政に関する経費の額を記入してください。 

  文化施設（劇場、音楽堂、美術館又は文学館等）は、劇場、音楽堂、美術館、文学館を含む複合施設を含みますが、次の施設

は除いてください。 

・専ら貸館のみを行う施設 

 ・複合施設で、劇場、音楽堂、美術館、文学館以外の施設種別（集会場、図書館、スポーツ施設等）が主たる機能となっている

施設 

 ・劇場、音楽堂、美術館、文学館のいずれかの機能に即した自主企画を行わない施設 

   

文化政策経費（        ）千円 うち文化施設管理運営経費（         ）千円 

 

問 2 文化政策（文化行政）における予算に関する工夫や課題について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

問 3 文化政策（文化行政）に関し評価を実施していますか。 

 □1はい →問 3-1へ □2いいえ →問 4へ 

 問 3-1 文化政策（文化行政）に関して実施している評価について選択してください（複数選択可）。 

番号 評価種別  番号 評価種別 

□1 総合計画評価等の政策レベルの行政評価  □6 附属機関等による評価（5を除く） 

□2 基本計画評価等の施策レベルの行政評価  □7 外部専門家による評価（5、6を除く） 

□3 教育委員会事務評価  □8 住民アンケート 

□4 事務事業レベルの行政評価（3を除く）  □9 その他（                ） 

□5 監査に付随する評価  □10 その他（                ） 

問 3-2 問 3-1における評価において用いている指標のうち、貴自治体で重視しているものを 3個以内で記入し、当該指標を用

いている評価種別を問 3-1の番号の中から選択してください。 

指標名 当該指標を用いている評価種別（問 3-1の番号、複数選択可） 

 □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

 □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

 □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

 

問 4 文化政策（文化行政）における評価に関する問題について選択してください（5以外複数選択可）。 

□1適切な評価手法が分からない、□2適切な評価指標が分からない、□3評価結果をフィードバックできていない、 

□4評価に十分な人手、時間を割けない、□5特に問題はない 

□6その他 

 

 

 

問 5 文化政策（文化行政）に関する評価に関する工夫や課題について自由にお書きください。 
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Ⅰ-2 文化施設の設置、廃止状況 

問 6 貴自治体における文化施設の現在の設置状況について選択又は所管部署、施設数を記入してください。 

№ 種別（複数選択可） 所管部署名等 施設数 

1 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

2 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

3 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

4 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

5 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

6 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

7 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

8 
□1劇場、□2音楽堂、□3美術館、□4文学館、 

□5その他と複合（種別：         ） 

所管部局課室名（           ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

（   ）施設 

 

問 7 貴自治体において、過去 10年間（2007年度以降）で運営形態を変更した劇場、音楽堂、美術館又は文学館等はありますか。 

 □1はい →問 7-1へ □2いいえ →問 8へ 

 問 7-1 運営形態を変更した施設について記入・選択してください。 

施設名 
施設種別 

（複数選択可） 

変更前の 

運営形態 

変更後の 

運営形態 
変更理由（複数選択可） 

 □1劇場 

□2音楽堂 

□3美術館 

□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：    ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4民営 

□5その他 

（      ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4民営 

□5その他 

（      ） 

□1コスト面での運営効率の向上、 

□2稼働率の向上、 

□3サービスの向上、□4公平性確保、 

□5 適切な運営主体の不在（撤退、応

募なし等）、 

□6その他（         ） 

 □1劇場 

□2音楽堂 

□3美術館 

□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：    ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4民営 

□5その他 

（      ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4民営 

□5その他 

（      ） 

□1コスト面での運営効率の向上、 

□2稼働率の向上、 

□3サービスの向上、□4公平性確保、 

□5 適切な運営主体の不在（撤退、応

募なし等）、 

□6その他（         ） 

 □1劇場 

□2音楽堂 

□3美術館 

□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：    ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4民営 

□5その他 

（      ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4民営 

□5その他 

（      ） 

□1コスト面での運営効率の向上、 

□2稼働率の向上、 

□3サービスの向上、□4公平性確保、 

□5 適切な運営主体の不在（撤退、応

募なし等）、 

□6その他（         ） 

 

問 8 貴自治体において、過去 10年間（2007年度以降）で廃止した、又は今後廃止を予定している劇場、音楽堂、美術館又は文

学館等はありますか。 

 □1はい →問 8-1へ □2いいえ →問 9へ 

 問 8-1 廃止した、又は廃止予定の施設について選択してください。 

施設名 施設種別 
廃止（予定） 

年度（西暦） 
廃止理由（複数選択可） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

（   ）年度 □1 運営資金の確保が困難、□2 施設の維持修繕・改修

予算の確保が困難、□3 合併による整理、□4 利用者数

の長期的停滞、□5 適切な運営主体の不在（撤退、応募

なし等）、□6その他（            ） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

（   ）年度 □1 運営資金の確保が困難、□2 施設の維持修繕・改修

予算の確保が困難、□3 合併による整理、□4 利用者数

の長期的停滞、□5 適切な運営主体の不在（撤退、応募

なし等）、□6その他（            ） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

（   ）年度 □1 運営資金の確保が困難、□2 施設の維持修繕・改修

予算の確保が困難、□3 合併による整理、□4 利用者数

の長期的停滞、□5 適切な運営主体の不在（撤退、応募

なし等）、□6その他（            ） 
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問 9 貴自治体において、過去 10年間（2007年度以降）で新設（改修・転用等によるものを含む。）した、又は新設を予定してい

る劇場、音楽堂、美術館又は文学館等はありますか。 

 □1はい →問 9-1へ □2いいえ →問 10へ 

 問 9-1 新設予定の施設について選択してください。 

施設名 

（仮称、未定可） 
施設種別 

新設（予定） 

年度（西暦） 
新設理由（複数選択可） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

（   ）年度 □1整備資金の確保ができた、□2既存施設の整理、□3

住民からの要望、□4 利用者拡大への対応、□5 首長の

方針、□6その他（        ） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

（   ）年度 □1整備資金の確保ができた、□2既存施設の整理、□3

住民からの要望、□4 利用者拡大への対応、□5 首長の

方針、□6その他（        ） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

（   ）年度 □1整備資金の確保ができた、□2既存施設の整理、□3

住民からの要望、□4 利用者拡大への対応、□5 首長の

方針、□6その他（        ） 

 

問 10 劇場、音楽堂、美術館、文学館等の設置に関する問題について選択してください（10以外複数選択可）。 

 □1量が不足、□2質が不足、□3量が過剰、□4質が過剰、 

 □5合併等により配置が不適正 

 □6維持修繕・改修予算の確保が難しい、□7運営資金の確保が難しい、 

□8新設の要望があるが対応が難しい、□9廃止の要望があるが対応が難しい、 

□10特に問題はない 

 □11その他 

 

 

 

 

 

問 11 劇場、音楽堂、美術館又は文学館等の設置に関する工夫や課題について自由にお書きください。 
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Ⅱ 施設運営について（所管部署） ※施設所管部署が施設ごとに回答してください。 

基本情報（フェイスシート） 

 

施
設
所
管
部
署 

□1文化政策所管部署と同じ □2文化政策所管部署と異なる（以下に記入してください。） 

所管部局課室名（               ） 

所管機関（□1首長、□2教育委員会） 

所管課室の職員数（正規   人、その他    人） 

担当者様連絡先（担当者名：              ） 

（電話番号：              ）（メールアドレス：           ） 

 

 

Ⅱ-1 所管施設の現状と見通し 

問 1 所管施設（劇場、音楽堂、美術館、文学館等）について記入してください。 

  ただし、次の施設は除いてください。 

・専ら貸館のみを行う施設 

  ・複合施設で、劇場、音楽堂、美術館、文学館以外の施設種別（集会場、図書館、スポーツ施設等）が主たる機能となってい

る施設 

  ・劇場、音楽堂、美術館、文学館のいずれかの機能に即した自主企画を行わない施設 

施設名 施設種別 運営形態 
開館年度 

（西暦） 

指定期間等 

（通算） 

 □1劇場、□2音楽堂、 

□3美術館、□4文学館 

□5その他と複合 

（種別：      ） 

□1直営 

□2指定管理 

□3 PFI 

□4その他（     ） 

（   ）年度 （  ）年 

5年超の理由 

（      ） 

 

問 2 当該施設の運営業務従事職員数について記入してください。 

正規   人（うち運営主体へ派遣   人）、その他    人（うち運営主体へ派遣   人） 

 

問 3 当該施設における過去 5年間（2012年度以降）での改修・修繕について選択又は記入してください。 

 長期改修 日常的な修繕 

改修事由（複数回答可） 
□1耐震補強、□2老朽化対応、□3災害復旧、 

□4その他（           ） 
 

1年あたりの平均費用（千円未満四捨五入） 千円 千円 

負担割合【直営以外のみ】 
 （自治体：運営主体） 

： 

 （自治体：運営主体） 

： 

 

問 4 当該施設の今後 10年（2027年度）後以降の運営の見通しについて検討していますか。 

 □1はい →問 4-1へ   □2いいえ →問 5へ 

問 4-1 【問 4で「1はい」と回答された場合】10年後以降の運営の見通しについて、該当する施設を選択してください。 

 □1拡大、□2統合、□3現状維持 →問 5へ 

□4縮小、□5休止、□6廃止 →問 4-1へ 

  問 4-1-1 【問 4-1で「縮小、休止、廃止」と回答した場合】縮小、休止又は廃止の理由に該当する施設を選択してください

（複数選択可）。 

□1運営資金の確保が困難、□2施設の維持修繕・改修予算の確保が困難、□3合併による整理、 

□4利用者数の長期的停滞、□5適切な運営主体の不在（撤退、応募なし等）、 

□6その他（               ） 

 

Ⅱ-2 施設運営のマネジメント又はガバナンス 

問 5 当該施設の設置目的について、記入してください。 

設置目的 設置目的が明示されているもの（複数選択可） 

 □1条例、□2計画・方針等、□3運営主体への仕様書、契約書等、 

□4その他（           ） 

 

問 6 【直営以外の施設のみ】当該施設の運営にどのような形で関与しているかについて選択してください（複数選択可）。 

□1人的関与：職員派遣、職員兼務、退職者派遣 等 

□2財務的関与：補助金、指定管理料、委託料、出資、株式保有 等 

□3合意形成：運営協議会、契約・協定等の締結 等 

□4チェック：モニタリング、監査、評価 等 

□5その他（                       ） 
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問 7 当該施設の運営に関する問題について選択してください（9以外複数選択可）。 

 □1施設の量が不足、□2施設の質が不足、□3施設の量が過剰、□4施設の質が過剰、 

□5維持修繕・改修経費の負担が大きい、□6運営経費の負担が大きい、 

□7【直営以外の場合】運営主体への関与が不足、□8【直営以外の場合】運営主体への関与が過剰、 

□9施設の必要性の根拠が明確でない 

□10特に問題はない 

 □11その他 

 

 

 

 

問 8 当該施設の運営に関する工夫や課題について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ-3 施設運営に関する評価 

問 9 当該施設の運営に関し評価を実施していますか。 

 □1はい →問 9-1へ □2いいえ →問 10へ 

 問 9-1 当該施設の運営に関して実施している評価について選択してください（複数選択可）。 

№ 評価種別  № 評価種別 

□1 総合計画評価等の政策レベルの行政評価  □8 外部専門家による評価（6、7を除く） 

□2 基本計画評価等の施策レベルの行政評価  □9 舞台、展示等に対する満足度評価（来場者アンケート等） 

□3 教育委員会事務評価  □10 施設に対する評価（意見箱等） 

□4 事務事業レベルの行政評価（3を除く）  □11 当該施設運営主体の管理職評価 

□5 指定管理者評価  □12 当該施設運営主体の組織評価 

□6 監査に付随する評価  □13 当該施設による自己評価 

□7 附属機関等による評価（6を除く）  □14 その他（                ） 

問 9-2 問 9-1における評価において用いている指標のうち、貴自治体で重視しているものを 3個以内で記入し、当該指標を用

いている評価種別を問 9の番号の中から選択してください。 

指標名 当該指標を用いている評価種別（問 9-1の番号、複数選択可） 

 □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10、□11、□12、□13、□14 

 □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10、□11、□12、□13、□14 

 □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10、□11、□12、□13、□14 

 

問 10 当該施設運営の評価に関する問題について選択してください（5以外複数選択可）。 

□1適切な評価手法が分からない、□2適切な評価指標が分からない、□3評価結果をフィードバックできていない、 

□4評価に十分な人手、時間を割けない、□5特に問題はない 

□6その他 

 

 

 

 

問 11 当該施設運営の評価に関する工夫や課題について自由にお書きください。 
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Ⅲ 運営主体について ※施設運営主体が回答してください。 

基本情報（フェイスシート） 

 

運
営
主
体 

□施設所管部署と同じ □施設所管部署と異なる（以下に記入してください。） 

団体名（              ） 

団体種別（□公益法人、□企業、□NPO、□その他（      ）） 

設置自治体の出資割合（□0％、□0％超 25％未満、□25％以上 50％未満、 

□50％以上 100％未満、□100％） 

当該施設運営従事職員数（正規   人、その他    人） 

担当者様連絡先（担当者名：            ） 

（電話番号：            ）（メールアドレス：         ） 

 

 

Ⅲ-1 資金 

問 1 所管施設運営にかかる資金（収入）の平成 28年度決算について、記入してください。 

 収入源（複数選択可） 
決算額 

（千円未満四捨五入） 

最も割合の高い 

収入源（択一） 

収入総額  千円  

(1)うち事業収入 □1チケット収入、□2支援組織会費、 

□3機材・施設貸出料、□4報酬、委託料、 

□5飲食・物販、□6その他（        ） 千円 

(1) 

□1、□2、□3、□4、

□5、□6 

(2)うち外部資金 □1国・都道府県・市区町村の補助・助成金、 

□2【直営以外の場合】設置自治体の補助・助成金、 

□3企業メセナ、□4寄付金、 

□5その他（        ） 千円 

(2) 

□1、□2、□3、□4、

□5 

 

問 2 外部資金において、国・都道府県・市区町村から補助・助成金、民間から企業メセナ資金、寄付金等を得ている場合、名称

と支出元を記入してください。なお、同種のものが複数となる場合はまとめて記入してください。 

補助金等の名称 支出元 

  

  

  

  

  

  

  

 

問 3 資金調達に関する問題について選択してください（6以外複数選択可）。 

□1資金調達上の工夫が指定管理料の削減等によりインセンティブにならない、 

□2資金調達に関するノウハウや人脈を有する人材がいない、□3公的補助・助成金に依存している、 

□4資金調達額が減少している、□5資金調達先が減少している、 

□6特に問題なし 

□7その他 

 

 

 

 

問 4 資金調達に関する工夫や課題について自由にお書きください。 
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Ⅲ－Ⅰ 施設運営について（運営主体）※運営主体が施設ごとに回答してください。 

基本情報 

施設の名称（         ）種別（         ） 

施設運営従事職員数（正規   人、その他    人） 

Ⅲ-Ⅰ-1 施設運営のマネジメント 

問 1 当該施設が果たす役割を記入してください（自由記述）。特に掲げていない場合は特に「特になし」と記入してください。 

 （                                             ） 

 

問 2 当該施設の特徴について、記入してください（自由記述）。 

（設置経緯、優れた点等：                                  ） 

 

問 3 【5 年以上前（2012 年度以前）に開館した施設のみ】5 年前（2012 年度）に比べての利用者数の増減傾向について選択して

下さい。 

 5年前（2012年度）に比べて 

施設来場者数 □1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加 

アウトリーチ等施設外事業

参加者数 
□1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加、□6実施なし 

 

問 4 当該施設において実施している事業種別を選択してください。 

№ 事業種別 

□1 自主事業（自主企画） 

□2 自主事業（買取） 

□3 共催事業 

□4 貸館事業（プロモーター、アーティスト等向け） 

□5 貸館事業（アマチュア、住民等向け） 

□6 普及・啓発事業 

□7 調査研究事業 

 問 4-1 事業の捉え方について、最も該当する事業を 1つ選択してください。 

事業の捉え方 最も該当する事業（問 4の番号、択一） 

(1)中心的である □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7 

(2)収益性が高い □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7 

(3)住民ニーズが高い □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7 

(4)地域貢献度が高い □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7 

(5)従前よりも注力している □1、□2、□3、□4、□5、□6、□7 

 

 

Ⅲ-Ⅰ-3 施設運営従事職員の役割分担と専門性 

問 5 職員の役割分担について選択してください（複数選択可）。 

職員種別  役割（複数選択可） 

自治体職員 □1在 

□2不在 

□1運営全般の責任者、□2芸術面の責任者、□3事業部門統括、□5技術部門統括、 

□6総務部門統括、□7事業部門スタッフ、□8技術部門スタッフ、□9総務部門スタッフ、 

□10その他（       ） 

自治体退職者職員 □1在 

□2不在 

□1運営全般の責任者、□2芸術面の責任者、□3事業部門統括、□5技術部門統括、 

□6総務部門統括、□7事業部門スタッフ、□8技術部門スタッフ、□9総務部門スタッフ、 

□10その他（       ） 

運営主体雇用職員 □1在 

□2不在 

□1運営全般の責任者、□2芸術面の責任者、□3事業部門統括、□5技術部門統括、 

□6総務部門統括、□7事業部門スタッフ、□8技術部門スタッフ、□9総務部門スタッフ、 

□10その他（       ） 

 

問 6 職員の専門性をどのようにして確保しているかについて選択してください（複数選択可）。 

職員種別 方法（複数選択可） 

自治体職員 □1採用時の考慮、□2異動時の考慮、□3長期間従事させる、□4人材育成、□5その他（    ）、

□5特になし 

【「4人材育成」を選択した場合のその方法】□1 OJT、□2内部研修、□3外部研修、□4資格取得支援、

□5民間企業又は民間団体へ派遣、□6その他（     ） 

自治体退職者職員 □1採用時の考慮、□2異動時の考慮、□3長期間従事させる、□4人材育成、□5その他（    ）、

□5特になし 

【「4人材育成」を選択した場合のその方法】□1 OJT、□2内部研修、□3外部研修、□4資格取得支援、

□5民間企業又は民間団体へ派遣、□6その他（     ） 

運営主体雇用職員 □1採用時の考慮、□2異動時の考慮、□3長期間従事させる、□4人材育成、□5その他（    ）、

□5特になし 

【「4人材育成」を選択した場合のその方法】□1 OJT、□2内部研修、□3外部研修、□4資格取得支援、

□5民間企業又は民間団体へ派遣、□6その他（     ） 
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問 7 施設運営従事職員の役割分担と専門性確保に関する問題について選択してください（8以外複数選択可）。 

□1人材育成、人材確保のための予算が十分でない、 □2長期間従事させることが難しい、□3適切な役割分担ができていない、 

□4知識、ノウハウの承継が難しい、□5人材が不足している、□6人材に関する情報を持っていない、 

□7安定した雇用環境でない 

□8特に問題なし 

□9その他 

 

 

 

 

問 8 施設運営従事職員の役割分担と専門性確保に関する工夫や課題について自由にお書きください。 

  

 

 

 

 

 

Ⅲ-Ⅰ-4 専門人材の活用 

問 9 当該施設運営の質に関し、責任ある立場（係長、チーフ以上）で、どの役割に専門人材を配置しているか選択してください

（複数選択可）。 

№ 役 割 № 役 割 

□1 施設運営全般の責任者（館長等） □7 舞台芸術マネジメントの統括者 

□2 芸術面の責任者（芸術監督、ディレクター等） □8 学芸業務の統括者 

□3 事業の管理者（プロデューサー等） □9 技術部門の統括者 

□4 施設運営の管理者（部門の長等） □10 その他（               ） 

□5 収蔵品の管理者 □11 その他（               ） 

□6 事業企画の統括者 □12 その他（               ） 

 

問 10 問 9の専門人材のうち、当該施設の運営方針の決定に最も関与している方 1人について記入してください。 

(1)当該施設での役割（問 9の番号） 

※兼務している場合は複数選択してください。 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

(2)専門分野（職業）  

(3)当該施設在籍中の研究業績（学会発表、論文

執筆等）の有無 

□1あり、□2なし 

(4)当該施設における職務以外の兼職  

(5)雇用形態 □1設置自治体正規職員、□2設置自治体非正規職員、 

□3設置自治体特別職、 

□4運営主体（財団等）正規職員、□5運営主体（財団等）非正規職員、 

□6運営主体（財団等）役員 

(6)勤務形態 □1常勤、□2非常勤 

(7)当該施設における在職年数 （      ）年 

※(8)～(12)は、中途採用、派遣、契約の方等、前職がある方の場合のみ記入してください。 

(8)前職  

(9)前職での活動本拠地名  

(10)当該施設における現職での年間給与 □1年収 500万円以下、□2年収 500万円超 

(11)人選方法（複数選択可） □1公募、□2選考試験、□3設置自治体の推薦、□4本人の申し出、 

□5運営主体の人脈、□6前任者からの紹介、□7その他（      ） 

(12)人選の視点（複数選択可） □1実績、□2資格、□3地域貢献、□4地元出身、□5地元で活動、 

□6その他（         ） 

 

問 11 問 9の専門人材のうち、当該施設の事業計画の決定に最も関与している方 1人について記入してください。 

□1問 10と同一人物 →問 12へ  □2問 10とは異なる人物 →以下へ記入し問 12へ 

(1)当該施設での役割（問 9の番号） 

※兼務している場合は複数選択してください。 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

(2)専門分野（職業）  

(3)当該施設在籍中の研究業績（学会発表、論文

執筆等）の有無 

□1あり、□2なし 

(4)当該施設における職務以外の兼職  

(5)雇用形態 □1設置自治体正規職員、□2設置自治体非正規職員、 

□3設置自治体特別職、 

□4運営主体（財団等）正規職員、□5運営主体（財団等）非正規職員、 

□6運営主体（財団等）役員 

(6)勤務形態 □1常勤、□2非常勤 

(7)当該施設における在職年数 （      ）年 
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※(8)～(12)は、中途採用、派遣、契約の方等、前職がある方の場合のみ記入してください。 

(8)前職  

(9)前職での活動本拠地名  

(10)当該施設における現職での年間給与 □1年収 500万円以下、□2年収 500万円超 

(11)人選方法（複数選択可） □1公募、□2選考試験、□3設置自治体の推薦、□4本人の申し出、 

□5運営主体の人脈、□6前任者からの紹介、□7その他（      ） 

(12)人選の視点（複数選択可） □1実績、□2資格、□3地域貢献、□4地元出身、□5地元で活動、 

□6その他（         ） 

 

問 12 問 9の専門人材のうち、当該施設の事業企画の決定に最も関与している方 1人について記入してください。 

□1問 10と同一人物 →問 13へ  □2問 11と同一人物 →問 13へ 

□3問 10及び問 11のどちらとも異なる人物 →以下へ記入し問 13へ 

(1)当該施設での役割（問 9の番号） 

※兼務している場合は複数選択してください。 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

(2)専門分野（職業）  

(3)当該施設在籍中の研究業績（学会発表、論文

執筆等）の有無 

□1あり、□2なし 

(4)当該施設における職務以外の兼職  

(5)雇用形態 □1設置自治体正規職員、□2設置自治体非正規職員、 

□3設置自治体特別職、 

□4運営主体（財団等）正規職員、□5運営主体（財団等）非正規職員、 

□6運営主体（財団等）役員 

(6)勤務形態 □1常勤、□2非常勤 

(7)当該施設における在職年数 （      ）年 

※(8)～(12)は、中途採用、派遣、契約の方等、前職がある方の場合のみ記入してください。 

(8)前職  

(9)前職での活動本拠地名  

(10)当該施設における現職での年間給与 □1年収 500万円以下、□2年収 500万円超 

(11)人選方法（複数選択可） □1公募、□2選考試験、□3設置自治体の推薦、□4本人の申し出、 

□5運営主体の人脈、□6前任者からの紹介、□7その他（      ） 

(12)人選の視点（複数選択可） □1実績、□2資格、□3地域貢献、□4地元出身、□5地元で活動、 

□6その他（         ） 

 

問 13 問 9の専門人材のうち、当該施設の収蔵品の選定に最も関与している方 1人について記入してください。 

□1収蔵品の選定を実施していない →問 14へ □2問 10と同一人物 →問 14へ □3問 11と同一人物 →問 14へ 

□4問 12と同一人物 →問 14へ □5問 10、問 11及び問 12のいずれとも異なる人物 →以下へ記入し問 14へ 

(1)当該施設での役割（問 9の番号） 

※兼務している場合は複数選択してください。 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 

(2)専門分野（職業）  

(3)当該施設在籍中の研究業績（学会発表、論文

執筆等）の有無 

□1あり、□2なし 

(4)当該施設における職務以外の兼職  

(5)雇用形態 □1設置自治体正規職員、□2設置自治体非正規職員、 

□3設置自治体特別職、 

□4運営主体（財団等）正規職員、□5運営主体（財団等）非正規職員、 

□6運営主体（財団等）役員 

(6)勤務形態 □1常勤、□2非常勤 

(7)当該施設における在職年数 （      ）年 

※(8)～(12)は、中途採用、派遣、契約の方等、前職がある方の場合のみ記入してください。 

(8)前職  

(9)前職での活動本拠地名  

(10)当該施設における現職での年間給与 □1年収 500万円以下、□2年収 500万円超 

(11)人選方法（複数選択可） □1公募、□2選考試験、□3設置自治体の推薦、□4本人の申し出、 

□5運営主体の人脈、□6前任者からの紹介、□7その他（      ） 

(12)人選の視点（複数選択可） □1実績、□2資格、□3地域貢献、□4地元出身、□5地元で活動、 

□6その他（         ） 

 

問 14 問 9に挙げる専門人材以外で、責任ある立場（係長、チーフ以上）で、どのような役割の専門人材を配置しているか記入し

てください（自由回答）。 

例：広報、ファンドレイジング（資金調達）、マーケティング、営業 等 

 

 

 

 



Ⅲ-Ⅰ 施設運営について（運営主体） 

4 
 

問 15 専門人材の活用に関する工夫や課題について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-Ⅰ-5 ファン（応援者）の支援と参加 

問 16 ファン（応援者）による支援制度を設けていますか。 

 □1はい →問 16-1～問 16-3へ □2いいえ →問 17へ 

問 16-1 設けている支援制度について、記入、選択してください。 

№ 支援制度の名称 支援制度の種類 支援制度の概要 

1 

 □1友の会・賛助会 

□2 ボランティア・サポーター

□3 NPO、□4個人協賛、 

□5その他（       ） 

 

2 

 □1友の会・賛助会 

□2 ボランティア・サポーター

□3 NPO、□4個人協賛、 

□5その他（       ） 

 

3 

 □1友の会・賛助会 

□2 ボランティア・サポーター

□3 NPO、□4個人協賛、 

□5その他（       ） 

 

4 

 □1友の会・賛助会 

□2 ボランティア・サポーター

□3 NPO、□4個人協賛、 

□5その他（       ） 

 

5 

 □1友の会・賛助会 

□2 ボランティア・サポーター

□3 NPO、□4個人協賛、 

□5その他（       ） 

 

 問 16-2 問 16-1の支援制度のうち、支援制度参加者による施設運営への参加を実施しているものを選択してください。 

施設運営への参加 実施している制度（問 1の番号、複数選択可） 

1運営方針決定への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

2事業計画決定への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

3事業企画への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

4収蔵品選定への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

5事業運営への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

6その他（        ） □1、□2、□3、□4、□5 

 問 16-3 【5年以上前（2012年度以前）に開館した施設のみ】5年前（2012年度）に比べての支援制度参加人数及び収入の増減

傾向について選択して下さい。 

 5年前に比べて 

参加人数 □1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加 

参加人数のうち 

貴自治体外の人の割合 
□1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加、□6対象外 

収入 □1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加、□6収入なし 

 

問 17 ファン（応援者）に対する人材育成の取組みを実施していますか。 

□1はい →問 17-1へ、□2いいえ →問 18へ 

問 17-1 どのような取組みを実施しているか選択してください（複数選択可）。 

□1講習・講座、□2劇団・楽団等、□3その他（     ） 

 

問 18 当該施設の運営に関し広く住民の意見を聴く仕組みがありますか。 

 □1はい →問 18-1へ、□2いいえ →問 19へ 

 問 18-1 どのような仕組みがあるか記入してください（自由記述）。 
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Ⅲ-Ⅰ-6 企業（法人）の支援と参加 

問 19 企業（法人）による支援制度はありますか。 

 □1はい →問 19-1～問 19-3へ □2いいえ →問 20へ 

 問 19-1 設けている支援制度について、記入、選択してください。 

№ 支援制度の名称 支援制度の種類 支援制度の概要 

1 

 □1友の会・賛助会 

□2ボランティア・サポーター 

□3スポンサー・協賛 

□4共催・共同企画 

□5ネーミングライツ 

□6その他（       ） 

 

2 

 □1友の会・賛助会 

□2ボランティア・サポーター 

□3スポンサー・協賛 

□4共催・共同企画 

□5ネーミングライツ 

□6その他（       ） 

 

3 

 □1友の会・賛助会 

□2ボランティア・サポーター 

□3スポンサー・協賛 

□4共催・共同企画 

□5ネーミングライツ 

□6その他（       ） 

 

4 

 □1友の会・賛助会 

□2ボランティア・サポーター 

□3スポンサー・協賛 

□4共催・共同企画 

□5ネーミングライツ 

□6その他（       ） 

 

5 

 □1友の会・賛助会 

□2ボランティア・サポーター 

□3スポンサー・協賛 

□4共催・共同企画 

□5ネーミングライツ 

□6その他（       ） 

 

 問 19-2 問 19-1の支援制度のうち、支援制度参加法人による施設運営への参加を実施しているものを選択してください。 

施設運営への参加 該当する支援制度（問 1の番号、複数選択可） 

1運営方針決定への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

2事業計画決定への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

3事業企画への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

4収蔵品選定への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

5事業運営への参加 □1、□2、□3、□4、□5 

6その他（        ） □1、□2、□3、□4、□5 

問 19-3 【5年以上前（2012年度以前）に開館した施設のみ】5年前（2012年度）に比べての支援制度参加法人数及び収入の増

減傾向について選択して下さい。 

 5年前に比べて 

参加法人数 □1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加 

参加法人数のうち 

貴自治体外の法人の割合 
□1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加、□6対象外 

収入 □1減少、□2やや減少、□3横ばい、□4やや増加、□5増加、□6収入なし 
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Ⅲ-Ⅰ-7 多様な人材・団体等との連携 

問 20 当該施設の運営に関し、上記以外で実施している人材・団体等との連携について選択してください（複数選択可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20-1 問 20で選択した連携を用いた取組みについて 5つまでで記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 連携種別 連携内容の例 

□1 

人的連携 

（支援） 人材派遣、助言・指導、事業実施補助、インターン受入れ、研修受入れ、ア

ウトリーチ事業 等 

□2 （受援） 人材派遣受入れ、研修派遣、ボランティア受入れ 等 

□3 （協力） 共同企画、共同制作、共同事業、人事交流、交換研修、緊急時連携契約等 

□4 

財務的連携 

（支援） 出資、補助金支出、寄付、会場貸出、物品・機材貸出 等 

□5 （受援） 資金調達、寄付採納 会場借受、物品・機材借受 等 

□6 （協力） 共同出資、負担金支出、会費支出 等 

□7 

コンテンツの連携 

（支援） 企画受託、制作受託、事業受託、作品貸出、作品販売、知財提供 等 

□8 （受援） 企画委託、制作委託、事業委託、作品借受、作品購入 等 

□9 （協力） 共同企画、共同制作、共同事業、共同研究 等 

□10 複合的な連携  施設共同運営、業務提携、専属・拠点契約、アーティストインレジデンス、

協議会等ネットワーク活動、文化祭・芸術祭等主催 等 

(1) 

取組みの名称  資金（平成 28年度実績） 

連携内容（問 20の番

号、複数選択可） 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 
収入 

千円 

具体的な取組み内容  
支出 

千円 

(2) 

取組みの名称  資金（平成 28年度実績） 

連携内容（問 20の番

号、複数選択可） 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 
収入 

千円 

具体的な取組み内容  
支出 

千円 

(3) 

取組みの名称  資金（平成 28年度実績） 

連携内容（問 20の番

号、複数選択可） 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 
収入 

千円 

具体的な取組み内容  
支出 

千円 

(4) 

取組みの名称  資金（平成 28年度実績） 

連携内容（問 20の番

号、複数選択可） 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 
収入 

千円 

具体的な取組み内容  
支出 

千円 

(5) 

取組みの名称  資金（平成 28年度実績） 

連携内容（問 20の番

号、複数選択可） 

□1、□2、□3、□4、□5、□6、□7、□8、□9、□10 
収入 

千円 

具体的な取組み内容  
支出 

千円 
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問 20-2 問 20-1で記入した取組みのうち、他施設との連携により実施しているものについて 3つまでで記入してください。 

 

 

問 20-3 問 20-1 で記入した取組みのうち、専門人材又は文化団体との連携により実施しているものについて 3 つまでで記入し

てください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 

（混在している場合は、

複数選択可） 

施設 

種別          

□1同種 

□2異種 

（種別名：   ） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

民設、公設

の別 

□1民設 

□2公設 

連携の相手方の役割  

イ 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 

（混在している場合は、

複数選択可） 

施設 

種別          

□1同種 

□2異種 

（種別名：   ） 

所在  □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

民設、公設

の別 

□1民設 

□2公設 

連携の相手方の役割  

ウ 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 

（混在している場合は、

複数選択可） 

施設 

種別          

□1同種 

□2異種 

（種別名：   ） 

所在  □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

民設、公設

の別 

□1民設 

□2公設 

連携の相手方の役割  

ア 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称 

（個人の場合は職業名） 

 

連携の相手方の種類 

（混在している場合は、

複数選択可） 

□1専門人材個人、□2文化団体（営利）、 

□3文化団体（非営利） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

連携の相手方の役割  

イ 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称 

（個人の場合は職業名） 

 

連携の相手方の種類 

（混在している場合は、

複数選択可） 

□1専門人材個人、□2文化団体（営利）、 

□3文化団体（非営利） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

連携の相手方の役割  

ウ 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称 

（個人の場合は職業名） 

 

連携の相手方の種類 

（混在している場合は、

複数選択可） 

□1専門人材個人、□2文化団体（営利）、 

□3文化団体（非営利） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

連携の相手方の役割  
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問 20-4 問 20-1 で記入した取組みのうち、他施設、専門人材又は文化団体以外との連携により実施しているものについて 3 つ

までで記入してください。 

 

 

 

問 21 文化・芸術振興以外の行政分野（福祉、教育、観光、交通等）を担当する部署や行政機関との連携を行っていますか。 

 □1はい →問 21-1及び問 21-2へ   □2いいえ →問 22へ 

問 21-1 連携の概要について 3つまでで記入してください。 

 

 

問 21-2 文化・芸術振興以外の行政分野（福祉、教育、観光、交通等）を担当する部署や行政機関との連携に関し、工夫や課題

について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 □1自治会等の地域自治組織、□2観光協会等、 

□3民間企業、□4NPO等非営利団体、 

□5商店街・商工会議所等の経済団体、 

□6専門学校・大学等の高等教育機関、 

□7協議会等のネットワーク団体、 

□8その他（          ） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

連携の相手方の役割  

イ 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 □1自治会等の地域自治組織、□2観光協会等 

□3民間企業、□4NPO等非営利団体、 

□5商店街・商工会議所等の経済団体、 

□6専門学校・大学等の高等教育機関、 

□7協議会等のネットワーク団体、 

□8その他（          ） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

連携の相手方の役割  

ウ 

取組み内容 

（問 20-1の番号、択一） 

□(1)、□(2)、□(3)、□(4)、□(5) 

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 □1自治会等の地域自治組織、□2観光協会等 

□3民間企業、□4NPO等非営利団体、 

□5商店街・商工会議所等の経済団体、 

□6専門学校・大学等の高等教育機関、 

□7協議会等のネットワーク団体、 

□8その他（          ） 

所在 □1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

連携の相手方の役割  

ア 

連携内容  

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 □1国、□2所属都道府県、□3他都道府県、□4貴自治体内の部署、□5他市町村 

行政分野 □1産業、□2農業、□3観光、□4福祉、□5都市計画、□6交通、□7住宅、□8教育、 

□9その他（    ） 

イ 

連携内容  

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 □1国、□2所属都道府県、□3他都道府県、□4貴自治体内の部署、□5他市町村 

行政分野 □1産業、□2農業、□3観光、□4福祉、□5都市計画、□6交通、□7住宅、□8教育、 

□9その他（    ） 

ウ 

連携内容  

連携の相手方の名称  

連携の相手方の種類 □1国、□2所属都道府県、□3他都道府県、□4貴自治体内の部署、□5他市町村 

行政分野 □1産業、□2農業、□3観光、□4福祉、□5都市計画、□6交通、□7住宅、□8教育、 

□9その他（    ） 
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問 22 メディア、マスコミ等の活用を行っていますか。 

 □1はい →問 22-1  □2いいえ →問 23へ 

 問 22-1 活用の概要について記入してください。 

 

 

 

問 23 多様な人材・団体等との連携に関する工夫や課題について自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

活用内容  資金 

（平成 28年度実績） 

メディア、マス

コミ等の名称 

 

支出 

千円 

メディア、マス

コミ等の種類 

□1テレビ局、□2ラジオ局、 

□3新聞社、□4出版社、 

□5交通広告、□6ウェブサイト、 

□7SNS、□8動画等共有サイト、 

□9自治体広報担当部署、 

□10その他（        ） 

所在 

□1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

□4特定なし 

イ 

活用内容  資金 

（平成 28年度実績） 

メディア、マス

コミ等の名称 

 

支出 

千円 

メディア、マス

コミ等の種類 

□1テレビ局、□2ラジオ局、 

□3新聞社、□4出版社、 

□5交通広告、□6ウェブサイト、 

□7SNS、□8動画等共有サイト、 

□9自治体広報担当部署、 

□10その他（        ） 

所在 

□1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

□4特定なし 

ウ 

活用内容  資金 

（平成 28年度実績） 

メディア、マス

コミ等の名称 

 

支出 

千円 

メディア、マス

コミ等の種類 

□1テレビ局、□2ラジオ局、 

□3新聞社、□4出版社、 

□5交通広告、□6ウェブサイト、 

□7SNS、□8動画等共有サイト、 

□9自治体広報担当部署、 

□10その他（        ） 

所在 

□1貴自治体内 

□2貴自治体外 

□3海外 

□4特定なし 

Ⅲ-Ⅰ-8 その他  

問 24 当該施設運営に関して自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


