
調布市武者小路実篤記念館
指定管理者による取組

指定管理者
一般財団法人調布市武者小路実篤記念館



施設管理に関する基本的な考え方

＊芸術鑑賞施設であり，子どもか

ら高齢者まで，安全かつ快適に

過ごせる施設。

①施設の良好な維持管理

★施設・設備の経年劣化への対応

②施設の防災・事故防止

★日常の安全管理

★緊急時の対応と訓練の実施

～周辺地域の課題 水害対策

＊貴重な作品・資料を後世に伝える

★展示・保存環境を確保



事業運営に関する基本的な考え方

敷居は低く
（気軽に参加）
間口は広く
（幅広いジャンル）
奥行きは深く
（専門的な内容にも対応）

＊子どもから高齢者まで，
幅広い年代層が参加できる。

＊初心者から専門家まで，様々な興
味・関心を持つ利用者や学習・研究
者に満足いただく企画をバランスよ
く実施。



事業運営に関する基本的考え方

１ 武者小路実篤の顕彰

2 実篤記念館のブランド化
日本で唯一の実篤研究の情報

発信基地

「実篤・白樺・新しき
村」の研究施設を目指す

3 次代を担う子どもへの
アプローチと利用拡大

・学校教育において活用しや
すい環境を提供する
・子どもたちへの積極的な働
きかけにより，未来の来館者
の育成と人間愛・郷土愛を育
む取組



視点１施設管理と事業運営の一体的実施によるメリットの活用

１－１効果的・効率的な施設管理

• 芸術鑑賞施設として安
全，安心で快適，清潔
な施設の維持管理

①修繕の実施

②誘導案内サインと広報用
掲示板の改修・増設

③展示・収蔵環境の管理



視点１施設管理と事業運営の一体的実施によるメリットの活用

１－２効果的・効率的な事業の実施

・展示事業
①年2回の特別展と6回の企画展
②新たな魅力発見

新規来館者の獲得とリピーターを
増やす

＊美術品と文学資料とでは，見せ方
が異なるので，展示方法や構成を工
夫

＊館内の壁面を活用するため新た
に，展示用の掲示板を増設。

→展示替えに伴う展示室休室期間
中に来館者が，より多くの作品を見
てもらえるようにするため。



視点１施設管理と事業運営の一体的実施によるメリットの活用

１－２効果的・効率的な事業の実施

・普及事業
子どもから高齢者までを対

象に，実篤を核とした，幅広い
ジャンルからのアプローチ。

市民にとって身近な文化施
設であり，その利用を促進す
る。

＊館内のスペースや備品な
どを柔軟に活用すること
で，効果的な事業を実施。



視点１施設管理と事業運営の一体的実施によるメリットの活用

１－２効果的・効率的な事業の実施

・利用者数
当財団が施設と事業
を一体的に担うこと
で，スピーディに効
率的に事業運営がで
きたことにより，利
用者数が過去 高を
記録した。

平成25年度 29,733人

平成26年度 34,385人

平成27年度 37,149人
（実篤公園を含む）
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視点２ 市民ニーズへの対応
２－１ 事業の専門性や幅広い参加の確保

・専門性の高い職員
展示・普及，保存，調査研

究等の,事業全般で専門性を活
かした事業を推進。

新規事業と継続的な事業との
バランスを取りながら実施

→利用者増につなげる

・展示解説

市民からの要望が多かった,
平日の午後,短時間での開催を
１回増やして実施。



視点２ 市民ニーズへの対応
２－１ 事業の専門性や幅広い参加の確保

・夏休み

自由研究サポート事業

子どもが楽しめる，気軽で
簡単にできるワークショッ
プを工夫して実施

→参加した子どもたちが，
高い満足感を得られる事業
となる。



視点２ 市民ニーズへの対応
２－１ 事業の専門性や幅広い参加の確保

・作品・資料収集
平成２６年度

8,000点にのぼる河野通勢

の作品・資料の寄贈

平成２７年度

実篤ゆかり人や地域の方々
からの実篤作品の寄贈や寄
託

→専門性と長年に渡る実績
と信頼によるもの。



視点２ 市民ニーズへの対応
２－１ 事業の専門性や幅広い参加の確保

・調査研究

①専門性を活かした収蔵
品の調査・研究を進める
ことで，作品・資料の新
たな価値を見出す。

②成果を様々な展示等の
事業に活用し，良質な事
業の提供と市民からの多
様なニーズに応えてい
く。



視点２ 市民ニーズへの対応
２－２ 利用者満足度

• 利用者アンケート

～利用者満足度の把握

・館内に常時設置

・各普及事業ごとに実施

・特別展の開催期間中に入館者全
員に直接配布し，回収率UP

★展覧会が「良い」との回答

26年度73％→27年度77.8％

★記念館の印象が「良い」と
の回答

26年度79％→27年度81.7％
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視点２ 市民ニーズへの対応
２－３ 利用者満足度の向上に向けた取組の推進

・良質な事業の展開

市民や時代のニーズを的
確に把握する。

展示・普及事業に反映し,
良質な事業を継続的に展
開。

・ミュージアム・アドバイザー

平成27,28年度実施



視点２ 市民ニーズへの対応
２－３ 利用者満足度の向上に向けた取組の推進

・案内サインの増設・改修

平成27年度

案内サインの調査55件

平成27・28年度

調布市公共サイン整備

ガイドラインに基づき

増設・改修を実施



視点２ 市民ニーズへの対応
２－３ 利用者満足度の向上に向けた取組の推進

・丁寧な情報提供

①ホームページ，市ツイッ
ター，案内ポスターやチラシ
等での情報提供の充実。

②窓口での利用者応対
入館前の適切な利用案内が，
満足度の向上につながる。

③電話等の問い合せ対応
待たせることなく，すばやく
懇切丁寧な対応に取り組んで
いる。



視点３ 市との連係や市における施策推進への貢献
３－１ 施設の管理運営や事業実施における市との連携

・市制施行６０周年と

開館３０周年記念事業

①２回の記念特別展

②『映画「愛と死」上映と
おはなし～栗原小巻さんを
お迎えして』開催

③開館３０周年記念誌作成



視点３ 市との連係や市における施策推進への貢献
３－１ 施設の管理運営や事業実施における市との連携

・地域との連携，市の事業
への協力

①東部公民館との共催事業

②調布市東部地域８施設合
同企画「とーぶフェスティ
バル2015」事業への参加

③若葉小学校地区協議会に
参加

④多摩川流域１１自治体 自治
体交流「イベントラリー」



視点３ 市との連係や市における施策推進への貢献
３－１ 施設の管理運営や事業実施における市との連携

・空調改修工事

（平成２８年度）

・姉妹都市交流

（平成２８年度）

空調改修工事の休館期間中
に，姉妹都市の木島平村に
て「武者小路実篤のこころ
2016」を開催



視点３ 市との連係や市における施策推進への貢献
３－２ 市の施策推進への貢献

★基本計画事業

「武者小路実篤を核と
した特色ある事業の展
開」

・身近な芸術・文化施設

として貢献
①夏休み事業

②ボランティア事業

③市立小中学校の教育活動
に協力



視点３ 市との連係や市における施策推進への貢献
３－２ 市の施策推進への貢献

・調布の魅力ある場所

「調布のまち魅力発信事
業」市民意識調査の結果

「学べたり，歴史を感じた
りできる場所」として深大
寺に次ぎ，

「武者小路実篤記念館・実
篤公園」は４５．３％の同
率第２位に選ばれた。



視点３ 市との連係や市における施策推進への貢献
３－２ 市の施策推進への貢献

・実篤記念館の全国的
な認知度の高まり

＊全国の美術館等で開催さ
れる展覧会への作品貸出，
専門性の高い資料情報の

提供。

＊全国文学館協議会

共同展示

＊武者小路実篤展開催

～旭川市三浦綾子記念文学
館（平成27年度）



視点４ 指定管理業務に関する収支の状況
４－１ 収入の確保・支出の抑制

・利用料金収入の増加

・自動販売機の設置

・支出の抑制

①収支バランス，コスト意
識，事業の質を落とさず，
効率性と費用対効果の追及

②ミュージアムグッズの販
売収益の活用



視点5 その他の事項
５－１ 附帯意見等への対応

＜効率的効果的な管理・
運営，経費削減に継続的
に取り組む＞

＊事業の効率的な実施手法
の構築

＊印刷物の発注及び仕様の
工夫

＊発注時期は繁忙期を避け
る



視点5 その他の事項
５－１ 附帯意見等への対応

＜利用者拡大に繋がる
ミュージアムグッズの展
開と自主財源の確保＞

・限定チョコレート

・記念オリジナル

フレーム切手

・新グッズの制作



視点5 その他の事項
５－１ 附帯意見等への対応

＜利用者拡大に繋がる
ミュージアムグッズの展
開と自主財源の確保＞

・グッズを活用した広報・
事業との連携

・グッズ収益を事業の充実
に活用



視点5 その他の事項
５－２ 職員におけるスキル向上の推進

・博物館施設の職員とし
ての専門性を高める

・学芸員の総合的なスキ
ルアップ

・防火・防災訓練の実施，
地域の救命救急講習や
防犯講習等に参加

・新人職員の指導



総括的事項

• 武者小路実篤の顕彰

①文学，美術，新しき村，
白樺と実篤の多彩な魅力を
発信。

②実篤の「個性を生かし互
いを認めあう」メッセージ
は，多くの人々が共感。

③実篤の心を若い世代に伝
える。



総括的事項

・実篤公園

実篤記念館と実篤公

園，旧実篤邸が相乗し
合うことで，より一層
の魅力を高めます。



総括的事項

・広報事業への積極的な

取組

①ホームページの充実

②報道機関へ広報リリースを
きめ細かく提供

③実篤や記念館に興味がない
人でも目に留まるように市の
ツイッターを活用

④目的が明確な専門サイトへ
情報提供を積極的に行う



総括的事項

・武者小路実篤記念館
のこれから

①子どもへのアプローチ
～学校教育との連携

②実篤公園との一体的な運営
で新たな事業展開

③施設・展示設備等の改修

④地域との連携
～仙川・東部地区の魅力を

高める

⑤学芸員の世代交代
～若手の専門能力向上と専

門性の高い知的情報の継承
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