
 

 

  

平成３１年度事業計画 

  

 １ 公益目的事業 

 

（１）iichiko 総合文化センター及び県立美術館の指定管理事業 

 

     第一期指定管理期間の実績を踏まえ、iichiko 総合文化センターと県立

美術館を大分県における芸術文化の拠点として、優れた立地条件を最大限

に活かし、「出会いと融合、そしてネットワーク」をキーワードに、芸術

文化の融合による新たな価値の創造や芸術文化による社会的、経済的な課

題への対応に引き続き取り組む。 

                                                               

  ア 共通事項  

 

  （ア）施設の利用、維持管理等に関する業務 

  

    ① 施設の適正な利用及び利用者への便宜供与に関する業務 

    施設の利用に関しては、公平・平等かつ適正に行い、施設等の利用料

金は、知事の承認を受けて適正な金額を定め、支払いについては利用者

の便宜を図り、積極的な広報活動により、施設の利用促進に努める。 

 

  ② 施設全体の一体的運営 

    iichiko 総合文化センターと大分県立美術館を一体的に管理すること

によるスケールメリットを最大限に発揮できるよう、総務事務等の一元

処理を行うとともに、警備、清掃、設備管理業務等についても一元管理

に向けて共通の専門業者に委託し、クオリティ・コストの両面でレベル

の高い施設管理を行う。 

    また、インフォメーションが互いの情報を共有し相互案内をすること

で、両施設が一体となった業務を展開し、施設全体のイメージアップと

利用者の利便性の向上を図る。 

 

③ 防災意識の醸成 

マグニチュード８クラスの東南海・南海地震発生の切迫性が指摘され

る中、職員を対象とした防災訓練を充実するだけでなく、舞台技術者、

ボランティアスタッフ等にも参加してもらうことで、より実態に即した

訓練を実施する。 

 

  ④ ユニバーサルデザインの推進 

    ユニバーサルデザインに配慮し、障がい者や高齢者、幼児、妊婦、外

国人など、誰もが快適に施設利用できるための環境整備と運営に努める。 

 

 （イ）芸術文化に関する情報収集及び提供に関する業務       



 

 

   

  ① 計画的な広報事業の展開 

    年間広報計画を策定し、チラシやポスター、広報誌、イベントカレン

ダー、ホームページ、メールマガジンなどの自主媒体広報のほか、マス

コミへの積極的な情報提供やＦＭラジオ番組などメディアを活用した広

報活動、動画などを積極的に取り入れた魅力ある情報の発信に努める。 

 

  ② 総合的な情報発信 

        iichiko 総合文化センターの舞台公演、県立美術館の展覧会、国際交

流イベントやその他催し物、友の会活動等の情報をより幅広く総合的に

紹介する広報誌を作成すること等により、ジャンルの垣根を越えて芸術

文化愛好家へのＰＲ効果を高める。 

 

③ 「ラグビーワールドカップ 2019」への対応 

        「ラグビーワールドカップ2019」に向けて、県や大分市などの自治体、組

織委員会などと連携のうえ、様々な媒体・イベント等を有効に活用し、

広報活動を展開する。 

 

  イ 個別事項：iichiko 総合文化センター                          

 

 （ア）施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務           

 

     ① 建築物及び建築設備の維持管理業務 

       的確な保守点検により、施設、設備の正常な性能を維持するととも

に、県との協力体制のなかで、所要の修繕を行う。 

 

      ② 備品等の維持管理業務 

         備品については、備品台帳により、適切に管理する。 

  

      ③ 植栽等の維持管理業務 

         ホール、アトリウムに配置した自然木について、潅水、施肥、剪定、

枯葉撤去等を行い、適正に管理する。 

 

      ④ 清掃業務 

         施設利用の快適さと美観の保全のため専門業者による清掃を行う。 

 

      ⑤ 保安警備業務 

         防災センターを中心とした保安体制により、施設内の秩序を維持し、

利用者の安全を守る。 

 

 （イ）施設の利用及び利用者の便宜供与に関する業務 

 

      ① お客様の声の反映・自己評価・職員研修 



 

 

         アンケートの実施など、利用者の意見や要望の聴取及び分析に努め、

施設の管理運営の改善に反映させるとともに、自己評価を怠らず、職

員の意識改革に努める。 

 

     ② 施設の利用促進 

       ホール利用率の目標指標８７．０％の達成を目指し、営業による平

日利用の促進や練習室利用者にホールを利用してもらうための取組を

推進する。また、広報誌やメールマガジン等を媒体に広報強化に努め、

新規顧客の開拓を図る。 

 

      ③ 施設利用者の便宜供与 

         １階インフォメーションを総合窓口としてワンストップでの対応を

充実させるとともに、休館日の臨時開館や利用時間の延長等にも柔軟

に対応する。 

 

 （ウ）ネーミングライツの運用に関する業務                 

   

      各施設における「iichiko」の愛称使用を徹底し、あらゆる機会を通じて

さらなる定着に努めるとともに、より質の高い「iichiko presents」冠公

演を企画、開催する。 

 

 （エ）サービス改善提案事業に関する業務 

 

      大分市、別府市以外の比較的舞台芸術に接する機会の少ない小学生と

その保護者を財団主催公演に無料招待する。 

 

 ウ 個別事項：県立美術館 

                                       

 （ア）美術品等の収集、保管、展示及び利用に関する業務 

 

    ① 所蔵作品管理 

    県の所蔵作品を、財産台帳及び情報システムのデータベースにより適 

    正に管理するとともに、展示・保存環境を適正に維持するため、収蔵庫、 

    展示室等の日常的な空調管理、記録を徹底し、異常を検知した場合は速 

    やかに原因を調査し対策を講じる。 

     また、地震や火災に備え、免震装置や防火シャッター等の定期的な管

理を行い、所蔵作品の安全対策に万全を期す。 

 

  ② 美術品収集 

    県が行う美術品等の収集に対し、専門的な観点から必要な調査等を県 

    と一体となって実施するとともに、美術品等の寄贈・寄託等の申し出が 

    あった場合には、県の手順に従って適切に対処する。 

 



 

 

  ③ 所蔵作品の展示 

    ３Ｆのコレクション展示室において、テーマを設定しながら、基本的 

    に２か月を目途に展示替えを実施し、県民の方に新鮮で飽きのこない所 

    蔵品展示を、年間を通じて実施する。 

    また、コレクションの展示効果を上げ、より幅広い鑑賞者に興味を持 

    ってコレクション展を楽しんでもらうため、機会を捉えて一部借用資料 

    等も交えた「コーナー展示」や「特集展示」を実施する。 

さらに、遠隔地の県民に美術品の鑑賞機会を提供するため、所蔵作品

の地域巡回展を開催し、これに合わせて中学生等を対象にした鑑賞授業

を実施する。 

 

 （イ）美術品等の調査及び研究に関する業務 

 

        美術家や美術品、保存修復、展覧会企画、教育普及、県内及び県ゆか

りの美術・工芸などに関する調査研究を県と一体となって行うととも

に、その成果を収集事業やコレクション展に反映させるなど、職員の

資質向上も含めた美術館の企画運営に活かしていく。 

 

 （ウ）美術に関する講演会、講座等の開催等、教育普及に関する業務 

     

  ① 講演会等の開催 

    企画展やコレクション展に関連したワークショップや講演会を随時実 

    施する。 

 

  ② 教育普及事業 

    大分の自然素材を活かした教材ボックス「ＯＰＡＭ－ＢＯＸ」等も利 

    用して、県立美術館において「夜のおとなの金曜講座」、「朝のおとな 

   の１０１０講座」、「みんなの土曜アトリエ」、「アトリエミュージア 

   ム」等の事業を実施して美術の楽しさや所蔵作品の魅力を広く伝える。 

    また、県内各地に積極的に出向いてアウトリーチを展開する。 

  ③ 情報コーナーの設置 

    美術に関する図書や情報等を紹介する「情報コーナー」において、定 

    期的に書籍の入れ替えを行い、蔵書４，０００冊の有効活用に努める。 

 

 （エ）施設及び設備の維持管理に関する業務 

 

  ① 建築物及び建築設備の維持管理業務 

    的確な保守点検により施設、設備の正常な性能を維持するとともに、 

    県との連携により、不具合箇所の確認を継続して行い、安定した展示環 

    境、収蔵環境の確保に努める。 

 

  ② 備品等の維持管理業務 

       備品については、備品台帳により、適切に管理する。 



 

 

 

    ③ 植栽等の維持管理業務 

       美術館の美観維持のため、定期的な植栽等の管理を行う。 

 

    ④ 清掃業務 

       美術館としての快適な空間、適切な収蔵環境や展示環境を保つため、 

    高い仕様の清掃業務を行うほか、総合的有害生物管理（ＩＰＭ）により、 

    生物的防除、化学的防除、物理的防除等を徹底する。 

       特に、美術館管理を行なう上で関係者全員の意識統一が必要となるＩ 

    ＰＭについては、財団だけではなく、警備等の委託業者も含めて一体的 

    な研修を実施する。 

   

   ⑤ 保安警備業務 

       夜間の機械警備に加え、２４時間常駐の警備員を配置することで、徹 

    底した警備体制を整え、事故、盗難等を未然に防ぐ。 

    また、美術館と総合文化センターの駐車場警備を併せて業務委託する 

    ことで、互いの満空車情報等を共有し、状況に応じて相互利用を促進す 

    ると共に、美術館内警備とも定期的な連絡会を開催し、連携を一層深め 

    業務を遂行する。 

 

 （オ）施設の利用及び利用者への便宜供与に関する業務 

 

  ① 施設の有効活用 

水平折戸をはじめとした県立美術館の施設機能を最大限に活用して、 

    様々な事業に積極的に取組み、指定管理の目標指標である来館者５０万 

    人を目指す。 

 

  ② 施設利用者への便宜供与  

       貸出可能施設の空き状況をホームページ等で公開するなど、きめ細や 

    かな情報提供を行なうとともに、利用者と事前打ち合わせを十分に行い、 

    県民の芸術文化活動の場として円滑な施設利用に努める。 

 

  ③ ボランティアの活用 

    美術館サポーター（ボランティアスタッフ）を展覧会の案内や教育普 

    及事業、広報業務等の補助として活用する。 

 

  ④ お客様の声の反映・自己評価・職員研修 

    施設利用者にアンケート調査を実施するなど、利用者のご意見や情報 

    の収集及び分析に努め、施設の管理運営の改善に反映させる。 

  

  ⑤ 外国人への対応 

    インフォメーション等での応対のほか、館内案内リーフレットを日本 

    語、英語、中国語、韓国語の４カ国語で準備するなど、来県外国人や留 



 

 

    学生の多い本県の特徴に対応したサービスを行う。 

 

（２）芸術文化に関する自主事業 

 

 ア 自主事業：芸術文化ゾーン 

 

（ア）芸術文化の融合 

 

        iichiko 総合文化センターと県立美術館が連携して、新たな発見と感 

   動をもたらすような異なる芸術文化の融合に取組む。 

        また、事業評価委員会の評価を踏まえ、iichiko 総合文化センターや 

   県立美術館において実施する自主事業のさらなる充実を図る。 

 

 （イ）芸術文化の拠点づくり事業 

 

    iichiko 総合文化センターと県立美術館を中心とした芸術文化ゾーン 

    を核として、１２月の「ハートオブクリスマス」をはじめ様々なジャン 

    ルの芸術文化が楽しめるアートイベントを iichiko アトリウムプラザ等 

    を活用して随時開催する。 

    イベントの開催にあたっては、近隣の商店街や県内大学、中学校・高 

    等学校文化連盟など、なるべく多くの関係機関と連携することで、大分 

    県における芸術文化ゾーンの幅広い情報発信に努める。 

 

 

 

 （ウ）ネットワークづくり事業 

 

    ① 大学・教育機関とのネットワークづくり 

        芸術を活用した人材育成にあたり、県立美術館を核として、県教育委

員会及び市町村教育委員会と連携し、児童生徒が本物の芸術に出会う機

会を提供するとともに、子どもたちを指導する教員等の研修の充実に努

める。また、大学と一体となって、科学研究を活用しながら、美術館プ

ログラムの教育効果を検証し、県内外への発信に努める。 

 

   ② 関係団体等とのネットワークづくり 

    県下における社会的、経済的な課題への対応に芸術文化の活用を検討 

    するため県庁内に設置された芸術文化ゾーン創造プロジェクトチームと 

     連携しながら、課題解決に向けた「教育」「福祉」「医療」「産業」 

   など様々な関係団体等とのネットワーク構築と持続的な連携事業の取組 

   みを支える体制づくりを推進する。引き続き、教育委員会との連携や社 

   会福祉施設・病院等へのアウトリーチ活動等を進めるとともに、全国  

   障害者芸術・文化祭において県下全市町村で取組が実施された実績な  

   どを踏まえ、県と協調して障害者芸術文化活動の普及促進に努めるなど、 



 

 

   関係団体等と連携した取組を展開する。 

 

  ③ 公立文化施設とのネットワークづくり 

    大分県公立文化施設協議会の活動を活性化し、新聞広報及び専用ホー 

    ムページへの共同広報「ホールナビ」の掲載や職員研修の共同実施に加 

    え、共同企画によるコンサート開催など連携を拡充する。 

    また、県内の公立芸術文化系博物館・美術館で構成する連携組織によ 

    り、広報や職員研修の共同化、所蔵作品の相互利用等の連携強化を図る。 

 

 （エ）「ラグビーワールドカップ 2019」関連事業  

 

    秋に開催される「ラグビーワールドカップ 2019」に合わせ、多くの

来県が予想される海外・国内からの観戦者が日本や大分県の素晴らしい

文化に触れる機会を創出するとともに、県民の機運醸成に資する事業を

展開することで、芸術文化の側面から賑わいを作り、地域活性化を促進

する。 

iichiko 総合文化センターでは、「ラグビーワールドカップ 2019」の

九州における開催地である福岡・熊本と連携し、九州交響楽団によるス

ポーツに関連するクラシックコンサートを開催する。また、子どもを対

象として楽器やミュージカルなど様々な体験ができる「アトりうむ遊園

地」を大会１００日前イベントと位置づけ、県と協働して実施する。 

    県立美術館では、浮世絵の名品を集めた「The Ukiyo-e 歌川派－豊春

から国芳、広重まで」や、刀剣や金工の美を紹介する「日本の美意識」

展などにより日本文化に触れる展覧会を開催するとともに、地域の芸術

文化を紹介・発信する事業を実施する。また、国境を越えて世界中で愛

されている日本のアニメ文化の魅力を体感する「名探偵コナン科学捜査

展～真実への推理（アブダクション）～」を開催する。 

      国際交流プラザでは、来県する観戦者へ大分の伝統芸能の鑑賞ステー

ジや日本文化体験ワークショップを県内芸術文化活動団体と連携して実

施するとともに、県民へ県内での対戦国の文化等を紹介するイベントを

開催する。 

 

 イ 自主事業：iichiko 総合文化センター                             

 

 （ア）鑑賞系事業 

                                          

     オーケストラ、バレエ、室内楽、ミュージカル、歌舞伎等を柱とし、

年間を通じて、幅広いジャンルにおいて、質の高い舞台公演を財団の企

画により実施する。 

    特に、「ラグビーワールドカップ 2019」の開催に合わせて、九州交

響楽団によるスポーツに関連するクラシックコンサートを開催するとと

もに、バロック音楽に造詣が深く、由布院在住の小林道夫氏によるチェ

ンバロコンサートの第 3 回目を、2020 年のベートヴェン生誕 250 年に



 

 

向け同作曲の弦楽四重奏曲全曲演奏に挑むウェールズ弦楽四重奏団演奏

会の 4 回目を引き続き開催していく。 

    また、国民文化祭の成果の一つとして、県民協働による舞台芸術制作

公演、バレエ『眠りの森の美女』（チャイコフスキー作曲）を上演する。

総合演出・振付に大分出身の首藤康之氏を迎え、中央で活躍する若手ソ

リストと地元オーディションで特別編成バレエ団が共演し、オーケスト

ラも県民を中心に組織する。  

 

 （イ）人づくり事業                                         

 

①  創造系事業 

 結成 11 年目を迎える「iichiko グランシアタ・ジュニアオーケスト

ラ」の活動として、第 11 回定期演奏会を中心に、他県で同じように活

動するジュニアオーケストラとの交流も合わせて進めていく。加えて、

病院や社会福祉施設、教育機関、街頭などで開催しているアウトリーチ

活動を展開していく。また、初心者向けの楽器体験やレッスンを行うア

カデミークラスのさらなる基盤強化と対象者の拡大に取り組む。 

 ミュージカルでは、すそ野を広げるために体験ワークショップの回数

を増やすとともに、様々なタイプの講師を招聘し、ヴァリエーション豊

かに展開し、成果発表ステージ開催に繋げていく。 

 

 

②  普及系事業 

    芸術文化の普及・拡大を目的として、初心者でも気軽に親しめるよう

に、歌舞伎や室内楽のレクチャーに加え、音楽を音響学等の科学の視点

で考察する「音楽と科学レクチャー」も引き続き開催する。加えて、パ

ントマイムをベースにダンス・演劇の要素を融合したパフォーマンスの

身体表現ワークショップ、若い人に「演じる」ことを体験してもらうこ

とで異性に対する苦手意識を克服してもらう演劇表現ワークショップに

取り組む。 

    また、遠隔地に居住するなど日頃クラシック音楽に触れる機会の少な

い人に、クラシック音楽の楽しさや生の演奏の迫力を身近に味わっても

らうアウトリーチ活動については、評価も高く要望も多いので、内容の

充実を図り、小中学校や公民館等を中心に幅広く展開していく。 

 

  ③ 文化事業を担う人づくり事業 

    文化事業担当職員の研修の充実を図るとともに、公演時のアンケート

調査等を活用して、県民ニーズの把握に努め、自己評価を行うことによ

り、サービスの一層の向上と業務改善、職員の意識改革を図る。 

 

      （2019 年度自主文化事業実施計画：別紙） 

 

 



 

 

 

 ウ 自主事業：県立美術館 

 

 （ア）質の高い魅力的な企画展の開催 

 

① 企画展 

   「出会いの美術館」「五感の美術館」を運営のコンセプトに据えながら、 

    鑑賞者の心に清新な風が吹き抜けるような、発見と感動に充ちたユ   

    ニークな展覧会を開催する。 

    5 月から 6 月にかけては、竹の造形の多様性を紹介する「竹工芸名品

展」、「ラグビーワールドカップ 2019」が開催される秋には、代表的

な浮世絵の名品を集めた「The Ukiyo-e 歌川派－豊春から国芳、広重ま

で」や、刀剣や金工の美を紹介する「日本の美意識」展、年末からは岡

本太郎の作品を通して日本美の源泉を探る「岡本太郎『日本の伝統』」

展、さらに年度末には、リヒテンシュタイン建国 300 年を記念したリヒ

テンシュタイン侯爵家所蔵の珠玉のコレクション展など、バランスの取

れた展示内容で多様な美術ファンの期待に応えられるよう全力を挙げる。 

   また、地元マスコミとの共催で、「古代アンデス文明展」や「ムーミ

ン展」、「名探偵コナン科学捜査展」など話題の展覧会を実施して、年

間 50 万人の入館者目標を達成できるよう集客力の強化に努める。 

 

（2019 年度企画展計画：別紙） 

 

② 次年度以降の企画展準備 

  2020 年度は当館の開館 5 周年に当たることから、記念の年にふさわ

しい内容の充実した企画展を年度当初から実施できるよう準備を進め

ていく。 

    また、次年度以降のその他の展覧会についても、県民ニーズを着実に

捉えながら、質の高い展覧会の実施と集客の確保をバランス良く実現

できるよう取り組む。 

 

（３）国際交流事業 

 

  県民と外国人との相互理解と友好親善の推進及び在住外国人に対する支援

を図るため、県と連携して、「県民と在住・来県外国人に開かれた国際交流

の拠点づくり」、「在住外国人の生活支援及び県民と在住外国人に対する情

報発信」、「国内外の国際交流団体との協力」を３本柱として事業を実施す

る。 

  

 ア 県民と在住・来県外国人に開かれた国際交流の拠点づくり 

 

 （ア）国際情報の収集・提供 

   生活情報・国際交流団体等情報を収集・提供するとともに、新聞、雑誌、



 

 

外国語図書等を設置して、交流プラザスペースの利用促進を図る。 

 

 （イ）多文化共生の醸成・地域づくり 

   国際理解講座や県国際交流員フリートークなど多様なイベントを開催し

て、外国の文化・生活習慣に対する理解を深め、多文化共生意識の醸

成・地域づくりに努める。 

 

 （ウ）「ラグビーワールドカップ 2019」関連イベントの開催 

   大分で 5 試合が開催される「ラグビーワールドカップ 2019」に来県す

る海外・国内からの観戦者に本県及び日本文化等を、また、県民に県内

での試合国の文化等を紹介するイベントを開催する。 

 

 イ 在住外国人の生活支援と県民・在住外国人に対する情報発信 

 

 （ア）在住外国人の生活に対する支援 

    在住外国人を対象に、生活、就労及び在留資格等に関して各種専門家

による多言語相談を実施する。 

    地震などの大規模災害等緊急時において、県と連携し在住・来県外国

人への情報提供及びボランティアの対応要請等の支援を行う。 

    県と連携して、日本語教室支援者の養成など、地域日本語学習活動へ

の支援を行う。 

 

 （イ）コミュニケーション支援 

    財団広報誌 iIO や「TOMBO（英語版）」、「大分信息（中国語版）」

を発行するとともに、ホームページ「おおいた国際交流プラザ」やフェ

イスブックの運用、また多言語による携帯メールを配信するなど、多様

な情報発信を行う。 

    通訳・翻訳ボランティアや日本語ボランティアを活用して、在住外国

人や県民への通訳・翻訳サービスを行い、県民と在住・来県外国人との

コミュニケーションを推進する。 

  

 ウ 国内外の国際交流団体との連携・協力 

 

    国際交流研修会の開催やイベントの協力など、県・市町村や国際交流団

体との連携を強める。 

国外の国際交流団体と交流活動を行う県内の団体に対して補助金による

支援を行う。 

   韓国光州文化財団との交流促進のため相互訪問を実施するほか、「My 

Color Regional Color」事業を支援し、シンガポール・ウエールズ等との

文化交流を深める。  

 

（４）スポーツの振興 

 



 

 

 ア スポーツのビッグイベントに向けた県民の機運醸成 

 

 （ア）各種イベント等を通じた機運醸成 

2019 年のラグビーワールドカップ、2020 年の東京オリンピック・パ 

ラリンピック開催に向け、各種イベント等を通じて県民の機運の醸成

を図る。 

 

（イ）ビッグゲーム・イベントを活用したスポーツの振興 

「ラグビーワールドカップ 2019」などのビッグゲーム・イベントを 

活用して、スポーツへの興味･関心を高める。 

 

２ 収益事業 

 

（１）駐車場の管理運営 

 

      指定管理者として事故なく、安全・安心に駐車場を利用できるよう、常 

   駐警備員を配置するなどして、適切な管理運営を行うとともに、iichiko 

   総合文化センターと県立美術館の駐車場警備を併せて業務委託することで、 

   互いの満空車情報を共有し、状況に応じて車両を円滑に誘導できる仕組み 

   を構築する。 

 

（２）館内サービスの充実 

 

 ア ミュージアムショップ 

   株式会社千代田に委託し、企画展と連動したグッズの企画・販売や、オ 

  リジナル包装紙の活用などによる地元作家・企業と連携した商品開発を検 

討するほか、美術館の開館に合わせた営業及び大規模イベントに合わせた 

臨機応変な営業にも努めるなど、前期の運営で培ったノウハウをベースに 

さらなるサービス向上を図る。 

 

 イ ミュージアムカフェ 

   社会福祉法人博愛会に委託し、県産農林水産物をふんだんに使った質の 

高いメニューの提供や、企画展や季節に応じた定期的な新規メニューの開 

発を行うほか、美術館の開館に合わせた営業及び大規模イベントに合わせ 

た終演後の営業、限定メニューの提供に努めるなど、前期の運営で培った 

ノウハウをベースにさらなるサービス向上を図る。 

 

３  その他の事業 

 

（１）友の会事業 

 

   iichiko 総合文化センターと県立美術館を中心とした芸術文化ゾーンを 

   「自分の特別な空間」として応援してくれる個人、法人を幅広く募集・組  



 

 

織化した大分県芸術文化友の会びびの各種事業を実施する。 

会員動向の分析結果を踏まえた会員特典の拡充やイベント開催、情報発

信の強化などメンバーサービスの一層の充実、個人・団体営業の推進等に

より、友の会への加入促進を図る。 


