
平成30年度事業計画 
 

長崎県総合計画の基本理念を実現させるための政策「本県ならではのソフトパワーの活

用・発信」「文化スポーツによる地域活性化」の中で、世界に通用する歴史・文化の活用発

信や子どもから大人まで良質な芸術に触れられる機会の提供の拠点として、長崎県美術館は

位置づけられています。本事業計画に基づき、効率的な管理運営を行うとともに、アートが

持つ多様な力を引き出しながら地域の様々な課題に対し、県の政策方針に協調した取り組み

を積極的に実施します。 

 

 

１ 長崎県美術館の基本方針 

 

 当財団が提案する長崎県美術館の運営コンセプトは、血が通い、温かい命が巡る

「呼吸する美術館」です。人々が芸術文化生活を楽しみ、人生を心豊かに生きて

いくためのパートナーとして、多種多様な交流活動の場として機能し、地域の大

きな魅力になることを目指します。このため、次の３つを基本方針とし、長崎県

美術館の管理運営にあたります。 

 

【基本方針】 

① 「交流」 

すべての人々を潜在的利用者ととらえ、年齢・性別・学歴・国籍などの相違に制

限されない美術館活動を目指し、地域や世界との交流の輪を広げます。 

 

② 「創造と連携」 

長崎県美術館は、県内ミュージアムの中核施設として、規模・館種・設置者・地

域の相違を超えて、相互理解を深め、学校・大学・国内外の美術館や生涯学習施

設とともに、家庭・ボランティア・NPO・行政・企業など地域社会と連携し、子

どもから高齢者まであらゆる世代と協働し、豊かな感性と創造力を育み、新たな

長崎文化を創出して、地域連携から国際連携の推進を目指します。 

 

③ 「体験と発信」 

 「展示・公開」中心の美術館から「参加・体験」する生涯学習活動を重視する美

術館として、県民・市民が広く参加する講演会やワークショップなど様々なプロ

グラムを企画し、その積極的な情報発信を行い、日常生活の中でも身近に触れ合

い気軽に利用できる、開かれた美術館を目指します。 

 

【使命を実現する方策について】 

２１世紀における長崎県の新しい芸術文化活動の拠点となる長崎県美術館の使

命の実現に向けて、多様化する利用者意向と変化する社会環境に的確に対応しつ

つ、13 年間の運営ノウハウと総合的なマネージメント機能を発揮し、多岐にわ



たる美術館事業を展開いたします。 

 

① 「多くの人に鑑賞機会を提供する多様なジャンルの芸術紹介」 

 これまで長崎県美術館では、年間約 6 回の企画展及び常設展示室での小企画展の

開催を通じ、収蔵品の柱であるスペイン美術及び長崎ゆかりの美術はもとより、

欧米を中心とした各国の美術と多様なジャンルの芸術を、古典から現代まで幅広

く紹介してきました。 

 これからもこの方針を基本としながら、助成金や協賛金の獲得やマスコミとの共

同開催など、事業に適した開催方法により健全な経営の維持に努め、これからも

幅広い利用層にアピールする良質な展覧会を開催し、県内外から多くの方に来館

していただける地域拠点としての役割を果たします。また、本県は離島を含む遠

隔地が多いことから、県内の市町と共同で、長崎県美術館の作品に親しんでもら

う「移動美術館」の開催やテレビ会議システムなど通信機器を用いて美術館から

の中継を行う「遠隔授業」の実施など、県内全域において、美術に親しむ機会を

平等に提供するための事業の推進に努めます。 

 

② 「すべての人に生涯学習の場を提供する」 

 長崎県美術館では、県民ギャラリーやホール・講座室などの施設利用や生涯学

習・教育普及プログラム、アートボランティア活動の実施など、幼児から高齢者

まで幅広い層における学習・参加・体験・発表する機会の創出に取り組み、地域

と美術館の活性化を図ってきました。 

 これからも地域に根ざし、学校・大学や生涯学習施設、研究機関との連携を深め、

「まなぶ・つくる・深める」をテーマに活発な活動を行い、生涯学習・教育普及

活動の拠点としてネットワークの拡大と利用促進に努めます。 

 

③ 「新しい芸術・文化空間としてのライフスタイル」 

長崎県美術館では、開放感のあるエントランスロビーでのイブニングライブ、ア

ートビジョンでの映像作品上映、館内での婚礼前撮り、屋上庭園での花火観賞や

コンサートなど、地域の力を活用しながら、様々なイベントの場を提供する取り

組みに努め、いつも楽しいイベントが溢れる美術館として県民の皆様に親しんで

いただく努力を続けてきました。 

 また、気が向けば屋上庭園のベンチに座って、行き交う船を眺めたり、夜景を楽

しんだり、季節の樹木や草花を愛でたり、カフェで軽いランチや美味しいスウィ

ーツを味わったり、ショップでここでしか買えないお気に入りのグッズを探した

り、情報コーナーで読書をしたり、そして閉館後にお洒落な雰囲気の中で特別コ

ンサートを鑑賞したりという、美術館を利用した様々な時間の過ごし方を提案し

てきました。 

 これからも長崎の自然を感じながらゆっくりと美術を楽しむことができる魅力



あふれる空間として、さらに多くの人が美術館の多様な利用を楽しめる運営を目

指します。 

 

④ 「交流人口の拡大と地域の活性化、まちづくりの拠点としての活動」 

出島・グラバー園・新地中華街を結ぶ観光動線上に立地し、水辺の森公園ととも

に地域のランドマークとして、開放的で美しくデザインされた長崎県美術館の特

性を活かし、帆船まつり・みなとまつり・おくんち・ランタンフェスティバルな

ど、長崎の多彩な歳時記や臨海エリアのイベント会場として、エントランスロビ

ーや屋上庭園・運河劇場などの幅広い活用に努め、地域の人と交流し、溶け込み、

魅力向上を図っていきます。 

また、観光客に対しては、長崎県観光連盟や長崎国際観光コンベンション協会と

連携し、長崎歴史文化博物館との「常設展共通観覧セット券」や出島など地元の

文化観光施設との「長崎遊学券」「長崎さるく」などの共同開発した商品を、県

内外のマスコミ・旅行会社・交通機関にご活用いただき、観光振興や情報交換の

軸となり、長崎県の観光資源としての価値を高める美術館としての役割を担うよ

う努めます。 

 これからもこの方針を発展させ、地域との交流や文化観光施設との連携による交

流人口の拡大を図りながら、地域活性化の拠点として成長いたします。 

 

⑤ 「新しい運営方針に沿ったビジネスモデルの構築」 

当財団では、公益財団法人としての経営目標を達成するため、事業年度ごとに事

業計画と実績の差異分析や評価を行い、差異要因の抽出と改善施策を講じ、それ

以降の計画内容に修正・変更をかけることで、所期の目標達成を追及するシステ

ムを確立しており、美術館事業のマネージメント能力および来館者満足度の向上、

さらには経営管理ノウハウの蓄積に努めてまいりました。 

 これからは人口減少や超高齢化社会の到来など、厳しい事業環境におかれる中で、

運営損失金リスクに対しての資金面の備えを講じ、企業のメセナ活動の一環とし

ての事業協賛や個人、法人からの寄附金を募り、財団の経営基盤の安定化を図り

ます。また、職員のスキルアップを行ないながら、学芸部門と管理部門との密接

な連携を図り、高い相乗効果が発揮できるようマネージメントいたします。 

 

⑥ 「建築理念を管理運営に活かす」 

 歴史的価値の高い出島に近接している立地条件、開放的で美しいデザインを持った

美術館の特徴を生かし、文化活動を通じて、美術館を愛するファンを生み出す努力

をいたします。楽しみを求めて来館される子どもから高齢者まで、全ての利用者に

心から満足して頂くために、どんな時でも利用者の気持ちを汲み取る努力を怠らず、

臨機応変に行動することを信条とします。長崎県美術館はユニバーサルミュージア

ムを目指し、利用者が美術館を出るときに満足していただける美術館に向けて成長



いたします。 

 

２ 行動指針 

 

（１）13年間の実績とノウハウを基に、開かれた美術館として、美術に親しむ利用者を

拡大します。 

（２）美術館として最大限の効用を発揮するために、社会環境の変化に的確に対応しつ

つ、「総合的なマネージメントシステム」を確立し、目標収益の確保と運営効率の

向上及びＣＳ重視のサービスを実践します。 

 

３ 事業方針 

 

（１）展示事業の充実 

 常設展示室においては、所蔵名品展、長崎ゆかりの近現代作家の顕彰、新収蔵品の

公開や長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の登録推進に関連する展示など、

展示室ごとに２～４ヶ月単位でテーマを決め、多彩な文化資源を持つ長崎ならでは

の展覧会を開催し、常に新しい多様な視点より長崎県美術館のコレクションの魅力

を伝えながら来館者の誘致を進めるとともに顧客満足度の向上を図ります。 

 企画展示室においては、県内外からの交流人口の拡大を促進する魅力的な大型展を

柱に、江戸期の美術工芸、戦没画学生作品、デジタルアート、写真、彫刻など幅広

い県民のニーズに応える多彩な展覧会を、顧客層となる世代間のバランスをとりな

がら開催します。 

 

 

（２）生涯学習、教育普及プログラムの充実 

子どもや高齢者といった利用者の生活時間やニーズに合わせた事業計画に取り組む。 

教育普及プログラムでは、「まなぶ･つくる･深める」を基本テーマとし、鑑賞と表

現の活動を中心に学校と美術館が連携し、美術教育を進めます。 

生涯学習支援活動については、優れた美術作品の鑑賞や学習の機会、作品の創作や

発表の場を提供し、特に今後は高齢者を含めた県民の生涯学習ニーズに対応するよ

うなプログラムを開発・実施いたします。また、長崎県は離島を含む遠隔地が多い

ため、移動美術館等を開催し県内の美術振興を支援します。 

また、これまで鑑賞機会の少なかった福祉施設への入所児童や、引きこもり傾向の

ある児童生徒に対しても積極的に来館・鑑賞の機会をつくります。 

そのほか、海外の美術館との国際交流事業として、連携１１年目となる釜山市立美

術館との交流を実施するなど、国際交流の機会を創出します。 

 

（３）調査研究活動の充実 

  スペイン美術に関するアドバイザリーボードや、プラド美術館との連携、小企画展

「長崎の美術」シリーズの開催など諸々の機会を通じ県民の貴重な資産である収蔵品

 等の調査研究をすすめることで、その資産的・学術的価値を高め、広く情報発信し

 ます。 

 

 



 

（４）長崎県の中核美術館としての連携 

  県内の美術館をはじめ、大学・研究機関等と連携し、長崎県における美術研究の中

核施設として美術教育や調査研究における交流の場を提供します。また、主に企画

展の準備や所蔵作品調査において、国内外の美術館との連携を図ります。 

 

（５）美術館の多様な活用 

  長崎水辺の森公園と連続した美術館であり、数々の建築賞を受賞しているデザイン

性の高い美術館であるという館の特性を活かし、年間を通じ講演会・コンサート・

アートビジョンの有効活用等、展覧会事業だけでなく、他の様々なイベントを展開

し、美術作品の展示にとどまらない新しい美術館像をめざしながら、入館者の増加

を図ります。 

 

（６）利用者意向に基づいた事業展開と、積極的な営業活動 

 展覧会ごとにアンケート調査を実施することにより、利用者の評価とニーズを的確

に把握し、その後の事業に反映させます。観光客の誘致のために長崎歴史文化博物

館や周辺観光施設との連携を深め、長崎のイベントや祭りと連動するなど、入館者

の増加を図ります。 

 

（７）効率的で効果的な事業推進 

  美術館事業全般において、財団基盤の強化、事業統制推進、全体統制強化などマネ

ージメント機能の強化、各利用料金事業の収益改善、組織運営効率化による組織管

理力向上、経常的支出の節減促進を目的とする事業環境の変化に適応した業務改善

の推進を図ります。 

 



 

 

 

 

※重複利用調整 △６６，８５０人 

 

〈平成３０年度負担金事業 事業費 ３６１，７１０千円〉 

                     

■人員配置及び人件費計画（事業支出 １２２，０１２千円） 

 

１．経営目標を達成するため、公益財団法人としてこれまで蓄積してきた総合的な経営能力を発

揮し、「来館者向上施策」「マネージメント機能の強化」「利用料金事業の収益改善｣｢組織管

理力の向上｣｢経常的支出の節減促進｣の経営課題の抽出と改善施策を講じる。 

 

２．事業計画に基づく事業の展開を効率的・効果的に行うことを目的とした組織構成と、学芸員

新規採用による適正な人員配置を実施するとともに、明確な責任体制と執行体制の構築を図る。 

 

３．個人情報保護や公益通報者保護及び人権問題研修等の職員研修を実施し、コンプライアンス

意識の醸成を図る。また、利用者意向調査にもとづく改善意見の反映や苦情対策システムの構

築と、運営マニュアルの更新を適宜行う。 

 

４．県と定期的に運営会議を開催し、館の運営上の諸問題等について共通認識を持つとともに、

早期改善に努める。 

 

５．職員研修 

 ・専門研修 

  職員の専門的知識・スキルの向上を図る外部機関の研修を受講させることにより人材育成を

図る。 

  文化財保存研修、学芸員研修、エデュケーター研修、公益法人研修、ボランティアコーディ

ネーター研修、マイナンバー制度研修、ストレスチェック制度研修 

 ・総合研修 

  美術館職員として必要とされる知識の取得を目的とした研修を実施する。 

  新規職員研修、コンプライアンス研修、人権問題研修、普通救命講習、ＡＥＤ研修、 

  サービス介助、接遇マナー研修、英会話研修、消防訓練 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度来館者数目標：３６万人 

企画展 常設展 生涯学習・教育普及 県民ギャラリー等 

１２９，０００ ５０，０００  ３２，０００ 
２１５，８５０    

＊主催企画展を含む 

 



長崎県美術館組織図 

                                      指定管理者 

 評議員会 12名  公益財団法人長崎ﾐｭｰｼﾞｱﾑ振興財団  理事会 理事6名、監事2名  

   

     長 崎 県 美 術 館  

   

      館  長  

  

 

 副館長兼総括マネージャー  

 

 

  事 業 企 画 ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ 11名 経 営 企 画 ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ   11名 

 

 

生涯学習･教育普及 

           (4名) 

   学芸･司書 

           (7名) 

 総務・館運営・ｼｮｯﾌﾟ 

ｶﾌェ 受付・監視(8名) 

  広報ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

           (3名) 

・県派遣教員  1名 

・契約職員   2名 

・嘱託職員   1名 

・県派遣職員  2名 

・契約職員   4名 

・嘱託職員   1名 

 

・契約職員   5名 

・嘱託職員     1名 

・ショップ嘱託 1名 

・受付監視嘱託 1名 

・契約職員    3名 

 

※ショップ嘱託1名の人件費は、利用料金での負担 

 

■調査研究事業（事業支出 ６，４５７千円） 

 

１．収蔵作品に関する調査研究 

  ・調査研究方針の策定および計画的な調査研究の実施。 

  ・作品購入、寄贈受け入れに関連した情報収集・調査研究。 

  ・収蔵作品の作者、主題、制作年代等に関する調査。 

  ・収蔵作品に関連する文献資料の調査・収集。 

  ・収蔵作品の来歴・展覧会歴についての調査。 

  ・収蔵作家に関連する文献資料の調査・収集。 

  ・収蔵作家の著作権者の所在確認。 

  ・旧県立美術博物館より継承した文献資料等の分類・整理。 

  ・データベース（画像を含む）の整備。 

  ・展覧会や図録、紀要等による調査研究成果の発表。（紀要発行年１回） 

 

２．保存修復に関する調査研究 

  ・作品の重要性や状態による優先順位に基づく計画的な修復作業の実施。 

  ・他館（欧米の美術館を含む）の活動状況に関する調査。 

  ・保存修復に関する文献資料等についての調査・収集。 

  ・最新機器、材料に関する調査研究。 

  ・適正な保存環境・展示環境に関する調査研究。 



 

３．展覧会企画に関する調査研究 

  ・展覧会の企画内容に関連する文献等の資料についての調査・収集。 

  ・展覧会の企画内容に関する調査研究。 

  ・出品予定作家および作品に関する現地調査。 

 

４．生涯学習・教育普及支援に関する調査研究 

  ・他館（欧米の美術館を含む）の活動状況に関する調査。 

  ・生涯学習・教育普及に関する書籍等の資料の調査・収集。 

  ・事業の企画内容に関する研究。 

  ・紀要等による成果の発表。 

 

５．美術情報に関する調査研究 

・蔵書の分類・整理に関する調査、調査内容に基づく分類および整理方法の立案と実施。 

・購入及び寄贈図書に関する情報収集および受け入れの実施。 

  ・研究室、情報コーナーの運営に関する調査。 

  ・蔵書データベースの整備。 

  ・所蔵作家・作品に関する情報の収集およびアーカイブの構築。 

  ・作品画像の整理。 

 

６．須磨コレクションに関する調査研究 

  ・スペイン美術に関するアドバイザリーボードの会合の開催と、そこでの審議内容に基づく

調査計画の策定。 

    ・コレクションの全体像および形成過程についての調査。 

    ・作品調査（帰属、来歴、図像、技法等）。 

    ・収集家としての須磨彌吉郎についての調査。 

    ・須磨旧蔵の文献資料の整理・調査。 

  ・須磨家に残されている関係資料の悉皆調査。 

  ・県に対する実績報告。 

 

７．他の美術館、博物館との連携事業 

 (1) 国内外の他館との連携事業 

  ①企画展に関する事業 

   ●共同企画、共同調査研究等 

 ●作品の貸与 

   ●作品の借用 

  ②調査研究に関する事業 

   ●文献資料、作品等に関する情報の相互提供： 

 ・国内外の美術館との紀要、展覧会図録等刊行物の交換および資料の相互閲覧等 

●スペイン美術に関するアドバイザリーボードの運営： 

 ・調査内容や収集等に関する審議等 

 (2) プラド美術館との連携事業 

・当館学芸員のプラド美術館への短期研修派遣 

  ・プラド美術館等での旧須磨コレクションの現地調査や作品貸借等の協議 



 (3) 釜山市立美術館との連携事業 

・交換ワークショップの開催 

・新たな連携関係構築に向けての協議 

（4）その他 

  ・全国美術館会議 各種ワーキンググループへの参加 

 

 

■作品の管理・保存修復事業（事業支出８，８７１千円） 

 

１．修復事業 

  ・収蔵作品の重要性や状態などに基づいた中長期計画及び展示計画を踏まえて、職員の監督

のもと、専門業者により計画的に修復を実施する。 

  ・作品の安全な保存･展示のため、重要性や状態などに応じて、計画的に修復、汚損除去、

保護用ガラス装着等の適切な措置を行う。 

 

 ○H30年度修復予定作品（計60点を予定） 

 (1) 長崎ゆかりの美術資料の修復（計35点を予定） 

・平成29年度収蔵資料を中心に作品修復、汚損除去・裏面保護等を実施 

(2) スペイン美術資料の修復（計25点を予定） 

  ・須磨コレクション作品を中心に作品裏面保護、低反射ガラス装着等を実施 

 

２．作品の管理 

県が定めた「長崎県美術館の管理等基準」及び館が定めた諸規程に基づき、収蔵作品の管理

を適切に行う。 

 (1) 管理状況の確認 

  ・作品展示および保存の環境を適正に維持するため、収蔵庫や展示室等の日常的な空調管理、

温湿度管理を行う。 

・上記管理状況について、定期的に検査する。 

 (2) 作品及び作品画像の貸出管理 

  ・収蔵作品及び作品画像の閲覧・撮影・貸出等について、適正な管理を行う。 

 (3) データベースの管理・更新 

    ・収蔵作品の情報を適正に管理するとともに、収蔵作品に関する情報及び画像のデータベー

スを適宜更新することによりコンテンツの充実を図る。 

  (4) 作品の管理報告 

    ・美術館の保存環境及び作品の管理等を適切に行う。 

 

 

 

■コレクション展・企画展事業 

（事業支出８６，２４８千円、事業収入３３，７３２千円） 

 

幅広い年代にアピールできる多彩で魅力的な展覧会をバランスよく配し、わかりやすい展示

に努めながら、県内の文化振興及び県内外客の来館を促進する。 

 



 

１． コレクション展事業（(内数)事業支出 １２，５２９千円 事業収入 ６，４０１千円） 

 

・コレクションを深く丁寧に紹介することを目的に、館蔵名品展を2期にわたり開催するほか、

東松照明、舟越保武、菊畑茂久馬ら長崎ゆかりの作家の特集展示を年間を通し開催し、近年

ニーズが高まっている長崎ならではの作家・作品紹介に努める。また日本スペイン外交樹立 

 150年記念の特別展として「Women & Women」展を開催。スペイン大使館の協力を得て、スペ

イン現代写真家たちの作品を特集する。 

・基本的に各展示室（全５室）とも２～４ヶ月単位でテーマを決めて内容を入れ替えることで、

常に新しい多様な視点よりコレクションの魅力を伝えながら来館者の誘致を進めるととも

に顧客満足度の向上を目指す。 

 ※目標：50,000人 

 

【第1, 2室】 

・「菊畑茂久馬」    4月11日～7月22日 

・「Women & Women」    7月28日～9月24日 

・「収蔵名品展」       9月27日～11月25日 

・「新収蔵名品展」              11月27日～1月14日 

【第3室】 

・「須磨コレクション」    通年 

【第4室】 

・「ゴヤの版画」    4月10日～6月24日 

・「東松照明／長崎キリシタン文化」     6月26日～9月9日 

・「菊畑茂久馬のドローイング」   9月11日～11月25日 

・「冨永直樹－陶板の仕事」   2月13日～翌年度4月上旬 

【第5室】 

・「スペイン近現代美術」   通年 

 

 

２． 企画展事業（(内数)事業支出  ７３，７１９千円、事業収入 ５６，１６２千円） 

                      ※特別経費負担金収入１０，０００千円含 

・本格的な江戸絵画や現代日本画をはじめ、ポピュラーコンテンツ、長崎ゆかりの美術など多

様なジャンルの展示を行い多くの県民のニーズに応えるとともに新たな来館者層の発掘を

図り、交流人口の増大に寄与する。 

・各展覧会ともターゲットとなる顧客層を明確に設定しつつ、季節に相応しい内容の展覧会を

戦略的に配置。 

※目標：129,000人 

 

 (1)「東京富士美術館所蔵 大江戸展」 

・開催期間：3月24日（土）～5月27日（日） 

・展示概要：1983 年の開館以来、すぐれたコレクションを形成してきた東京富士美術

館。本展では、同館の誇るコレクションの中から、初公開作品 6 点を含

む、江戸時代の屏風、掛軸、浮世絵、工芸など約 110 点を厳選して展示

し、魅力あふれる江戸美術の世界をご紹介します。  

・目標：45,000人（うち平成29年度6,000人） 



 

  (2) 「戦没画学生慰霊美術館 『無言館』所蔵作品展（仮称）」 

・開催期間：6 月 3 日（日）～7 月 8 日（日） 

・展示概要：長野県上田市郊外にある無言館は 1997 年に開館した美術館。第二次世界

大戦中、志半ばで戦場に散った無名画学生たちの残した絵画を全国各地よ

り収集し、絵の具やパレット、家族への手紙などの遺品とともに展示して

いる。本展では同館が収蔵する約 100点を紹介。未熟ながらも彼らの深く

痛切な思いが込められた作品の数々は、観る者の胸を締めつけると同時に、

現代を生きる我々に、命の尊さを静かに訴えかけてくる。 

・目標：15,000人 

 

 (3)「魔法の美術館 リミックス」 

・開催期間：7月21日（土）～9月2日（日） 

・展示概要：デジタルとアートが融合。日本を代表するアーティストたちによる最新の

体験型アート作品は、単に鑑賞するのではなく、「見て、触って、参加す

る」ことで無限の表現が生まれます。自分の動きに反応して作品が動いた

りする様は、まさに魔法の世界！世代を超えて楽しめる展覧会です。 

・目標：40,000人 

 

 (4)「明和電機 ナンセンスマシーン展」 

・開催期間：10月6日（土）～11月11日（日） 

・展示概要：ワールドワイドにユニークかつ多彩な活動を展開するアートユニット「明

和電機」。本展覧会では彼らが結成当初より開発してきた全製品を展示し、

その活動の全貌に迫ります。会期中にはライブや関連イベントも開催予定。

心行くまで「明和電機」の世界に浸ることのできる絶好の機会です。 

・目標：13,000人 

 

 (5)「クアトロ・ラガッツィ 

桃山の夢とまぼろし―杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ」 

・開催期間：11月23日（金・祝）～1月27日（日） 

・展示概要：世界的に活躍するアーティスト・杉本博司が、天正少年使節のイタリアで

の足跡を追って撮影した新作シリーズを紹介する展覧会。杉本の「海景」

や使節関係の美術作品・資料も併せて展示します。杉本のまなざしは、私

たちに少年たちの視覚経験を四世紀余の時を越えて鮮やかに追体験させて

くれるでしょう。 

・目標：17,000人 

 

 (6) 「青木野枝展（仮称）」 

・開催期間：2月9日（土）～3月24日（日） 

・展示概要：キャリアの初期より一貫して鉄を素材に作品を制作してきた彫刻家・青木

野枝（あおき・のえ／1958～）の美術館では九州初となる個展。近作・新

作を中心に構成し、第55回毎日芸術賞（2014）、第40回中原悌二郎賞（201

7）を受賞するなど近年ますます注目される青木作品の新たな展開を跡づけ



ます。 

・目標：5,000人 

 

(7) 常設展示室企画①「日本スペイン外交関係樹立150周年記念 Women & Women」 

・開催期間：7月28日（土）～9月24日（日） 

・展示概要：スペインの現代写真界においてひときわ高い評価を得ている 5 人の女性

写真家たちの作品をご紹介します。独自の世界観と豊かなイマジネーショ

ンに裏打ちされた各作家の多様な写真表現を堪能できるまたとない機会

となるでしょう。 

 

(8) 常設展示室企画②「東松照明／長崎のキリシタン文化」 

・開催期間：6月26日（火）～9月9日（日） 

・展示概要：戦後日本を代表する写真家・東松照明(1930-2012)。本展では、はじめて

長崎を訪れた 1960 年以降、約 50 年にわたって長崎を撮り続けた彼の作

品の中から、長崎で育まれたキリシタン文化をテーマとしたものを特集し

てご紹介します。 

 

 (9)県民ギャラリー企画①「中国と長崎の交流展（仮称）」 

・開催期間：10月5日（金）～10月21日（日） 

・展示概要： 中日平和友好条約締結40周年を記念して開催。日本国内で活躍する中国人

画家8人の近作を紹介すると同時に、長崎県内で活動するアーティストの作

品を合わせて紹介する。テーマを定めることなく、自由な芸術表現を通じ

て、日中文化交流の促進を目的とする。 

・目標：3,000人 

 

 (10)県民ギャラリー企画②「誕生50周年記念 リカちゃん展」（予定） 

      ・開催期間：3月14日（木）～4月14日（日） 

     ・展示概要：1967年に誕生し、2017年に50周年を迎えた着せ替え人形「リカちゃん」。 

           約580体のリカちゃんやその家族・友達を、当時流行したファッションと 

           ともに紹介します。誕生にまつわる開発ノートや歴代のリカちゃんハウス 

           など貴重な資料約70点のほか、有名ブランドや著名人50組が50周年をお祝 

           いするコラボリカちゃんも特別展示します。 

     ・目標：20,000人 

 

 (11)その他 

 松尾敏男展の監修 

 当館での終了後、2019年6月まで他7館で開催される松尾敏男展の監修。現段階で須賀

川市立博物館（福島県）、及び砺波市美術館（富山県）での講演会を当館学芸員が担

当することが決まっている。 

 

 

    ○ 企画展示室利用予定 

 ・「県展」9月中旬～10月初旬（予定） 

 



 

■生涯学習・教育普及事業（事業支出１５，７５９千円、事業収入 ８００千円） 

              （うちボランティア支出 ２，４７０千円） 

１．ワークショップなど 

目的：企画展や常設展の作品に関連した内容、または長崎の文化に関連した組立てのワーク

ショップなどを行い、広く県民に教育普及・生涯学習の機会を提供する。 

講師：ワークショップの内容によって、外部講師または当館職員が行う。 

対象：受講希望者（子どもから一般まで） 

内容: (1)「大江戸展」関連塗り絵ワークショップ            3月末～4月予定 

(2)「無言館展」関連鑑賞会                6月予定 

(3)「魔法の美術館展」関連ワークショップ         8月予定 

(4)「明和電機ナンセンスマシーン展」関連ワークショップ  10月予定 

(5)「杉本博司展」関連ワークショップ            1月予定 

(6)「コレクション展」関連ワークショップ・鑑賞会    年5回予定 

目標：10 回 1,000人 

 

 

２．スクールプログラム  学校との連携 

目的：県内外の学校が、図工・美術、総合的な学習の時間、学校行事、部活動、修学旅行等

で広く活用できるよう、広く研修会等の機会を設定し、教育プログラムとして「体験

する美術館」を展開していく。また、ＰＴＡや学童保育の受け入れを行う。 

講師：当館職員等 

対象：県内外の幼・保・学童保育・小学校・中学校・高校・大学等・特別支援学校 

内容：(1)鑑賞プログラム→常設展示室にて対話型鑑賞｢おしゃべり鑑賞｣などにより鑑賞活

動を深める。 

(2)表現プログラム→アトリエで行う様々な表現活動や、常設展示室にて模写等の活

動を行う。 

     (3)特別鑑賞プログラム→県内児童生徒を対象とする美術館巡回バス送迎を行う。 

(4)出張授業→美術館職員が学校へ赴き、鑑賞授業をサポートする等の活動を行う。 

(5)鑑賞教育研修会「出島研修」→県下全域の教職員を対象としたスクールプログラ

ムの利用促進を目的とした研修会を行う。 

  目標：15,000人（参考 H26年度 11,039人、H27年度 11,107人、H28年度12,113人） 

  

３．不登校児童向けプログラム 

目的：長崎県内にいる不登校児童や学生を美術館に招き、作品鑑賞を通して様々な作品の見

方や考え方を伝え、社会生活への意欲を取り戻すきっかけとなるためのプログラム。 

対象：長崎県内の不登校児童・学生とその保護者・関係者 

内容：不登校児童・学生と引率者が美術館に来館し作品鑑賞する。その後カフェを利用し、

歓談する。 

期間：1月～3月（予定） 

目標：30組（計60名） 

 

４．大学などとの連携 

目的：美術館と大学等の美術教育・研究団体が連携することによる共同研究等の実施や、学



生の美術への研修・研究等、意識を高めるための活動を展開する。 

対象：県内大学及び図工美術教育研究会等 

内容：(1)大学の研究室や美術教育・研究団体等と連携し、ワークショップ等を企画・実施 

    する。 

(2)博物館実習を実施する。 (10人程度) 

 

 

５．アートクラブ 

目的：定期的なクラブ形式で活動し、鑑賞力・表現力を高め、より深く美術に触れる機会を

提供する。 

講師：当館職員等 

対象：小学生（全６回）定員30名 

内容：鑑賞学習に加え、様々な造形活動を通して、表現する楽しさを体験する。 

展覧会や長崎の文化を取り入れた内容を重視する。 

  目標：小学生30人 

 

６．みんなのアトリエ （全6回） 

目的：「開かれた美術館」として、アトリエを中心に子どもから大人、家族連れなどが楽し

める場と機会を提供する。 

対象：こども～大人 

内容：(1)「ゴールデンウィーク多客型イベント」5月 

   (2)「展覧会関連ワークショップ等」6月～翌年3月 

   (3)「夏期多客型ワークショップ」8月 

   (4)「秋季多客型イベント」11月 

   (5)「クリスマスワークショップ」12月(こども対象) 

   (6)「バレンタインワークショップ」2月(大人対象) 

７．移動美術館 

目的：長崎県内の離島を含む遠隔地を対象として、美術館の収蔵作品を鑑賞する機会を提供

する企画。希望する県内市町と共催で美術館の収蔵作品展とともにワークショップ、

鑑賞教室、講演会等も併せて開催し、開催地や周辺市町の地域住民の方々に芸術鑑賞

の場を設け、長崎県美術館の作品に親しんでいただくために実施する。 

開催地：平戸市、南島原市(県内遠隔地2か所) 

目標： 計2,000人 

 

８．遠隔授業 

目的：学校教育との連携の一環として、遠隔地で美術館を利用しにくい児童生徒を対象に、

テレビ会議システムを利用した遠隔授業を行う。 

  講師：当館職員等 

  実施校：公募して決定 

    実施時期：年間2回予定（9月、2月を予定） 

 

９．中高齢者向けの生涯学習事業 

目的：中高齢者向けの生涯学習事業として、ギャラリートーク、講演会等を開催する。 

内容：コレクション展シリーズレクチャー         通年（10回） 



講師：当館職員等 

目標：10回 300人 

 

１０．展覧会関連生涯学習講座 

展覧会関連事業として、ワークショップ以外にも講演会、ギャラリートーク、一般、親子向

け鑑賞会、映画上映会等を企画し実施する。 

目的：企画展における鑑賞学習の場として開催する。 

期日：未定（年4回予定） 

講師：当館職員等 

目標：100人 

 

１１．アジアの美術館との連携と共同企画の実施 

目的：県民の国際的な視野を広げる活動として、釜山市立美術館(韓国)や中国と共同事業を 

   行う。ワークショップや子供作品展を実施する。 

     「各地域ゆかりの作家交換ワークショップ」の実施 

内容：長崎県と釜山市ゆかりの作家を相互に招き、両館それぞれでワークショップを実施す 

      る 

時期：11月（予定） 

 

１２．高等学校卒業生への特別招待券贈呈 

目的：県下の高等学校卒業生を対象に招待券を贈呈し、当館の展覧会を鑑賞する機会を提供 

   する企画。 

時期：2月～3月末日 

目標：500人 

 

１３．鑑賞ツールの開発 

目的：展覧会事業に関連した子供向けを中心とする鑑賞補助ツールを作成し、鑑賞活動の充 

   実を図る。 

内容：展覧会の内容や必要性に応じて対象年齢を絞った鑑賞ツールを作成する。 

 

１４．アトリエブログによる情報発信 

目的：生涯学習・教育普及事業の最新情報や活動報告をホームページから発信し、ワークシ 

   ョップ等の利用促進を図る。 

時期：展覧会関連ワークショップ実施の前後など 

 

 １５．アートボランティア事業（事業支出内数 2,470千円） 

目的：長崎県美術館アートボランティア制度の理念を実現するための事業を運営する。 

  登録人数：119人(2月 10日現在) 

  アートボランティアの活動内容： 

     各分野別活動、イベント補助、チャリティーバナーバッグ制作・販売、ボランティア 

     通信発行(春・秋)など 

(1) 館内ボランティア活動の運営及び募集 

館内諸業務をサポートするアートボランティアを毎月募集、適切に配置して活躍 

の場を提供するとともに館運営の円滑化を図る。 



(2) 研修、交流会等の企画、運営(予定) 

美術館利用者へのサービス向上を目的とした語学研修会などを実施する。また、 

当館ゆかりの美術に関する研修や他館ボランティアとの交流会等を企画し、生涯 

学習の場としてのボランティア活動に対する意欲を高め、活性化を図る。 

① 新年度オリエンテーション 4月 

② 語学講座 9月 

③ スペイン文化講座 6月、2月 

④ ユニバーサルミュージアム関連研修 12月 

⑤ 館外研修 11月 

     (3)第 4期アートボランティア募集時期および内容の検討(通年) 

       

 

 

 

■広報マーケティング事業（事業支出 １３，７５０千円） 

年間利用者目標36万人の達成に向けた集客計画の策定及び集客活動、広報活動を行う。特に7

月以降は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録により増加が見込まれ

る県内観光客の取り込みに力を入れる。また、展覧会毎にアンケートを実施し各種事業に反映す

ることで、利用者サービスの向上と満足度向上を目指す。 

 

１．関係機関と連携した集客活動、生涯学習・教育普及事業の利用促進、協賛金獲得活動 

  ・県内外の企業、交通機関、ホテル、行政等への広報活動を展覧会や各種イベントごとに実

施し、長崎県美術館の認知度の向上、期待感の醸成、および集客活動を展開する。 

  ・生涯学習・教育普及担当と連携し、学校利用等を促進する。 

  ・「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を活用した集客活動を行う。 

  ・長崎空港、長崎港松ヶ枝国際ターミナル、長崎駅での集客活動や優待施策を行う。 

  ・展覧会事業資金を確保するため企業等への協賛金獲得活動を行う。 

    

２．広報宣伝活動 

    ・広報用印刷物（チラシ、ポスター、案内リーフレット、月間スケジュール、年間スケジュ

ールなど）の作成・配布を行う。また、ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳ等の自主

媒体による計画的な情報の発信に努める。 

・日本スペイン外交関係樹立150周年記念企画「Women&Women」に広報宣伝予算をつけ、効果

的に広報宣伝を進める。 

  ・プレスリリースの配信や内覧会、広告等により、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インター

ネット等の各種媒体を通じた美術館事業の周知や期待感の醸成を県内外に向けて行う。 

  ・県民ギャラリーやホール等、貸会場による館外主催のイベントについて、広報協力を行う

（ホームページ、月間スケジュール等）。 

  ・外国語リーフレット（英語、中国語、韓国語）や英語版ホームページ、クルーズ船向けの

英語版チラシ配布等により、海外からの観光客や留学生を誘致する。 

    ・アートビジョンの映像コンテンツを充実し、魅力ある上映を行う。 

  ・県・市町広報誌、県政番組などの行政広報媒体を積極的に活用するほか、展覧会ごとに最

適な共催や後援を得ることで、低コストで効果的な広報活動を行う。 



 

３．調査及び事業評価 

・来館者の動向を把握し、サービスの向上・集客対策へとつなげる。 

    ・展覧会や関連企画など、事業ごとに利用者意向調査を実施して事業活動に反映する。 

  ・展覧会の調査を行い、次年度以降の事業計画に反映する。 

  ・年報を発行し、美術館事業の記録と周知を行う。 

 

４．地域連携 

  ・県、市、各種団体、他の観光施設やＮＰＯ法人等と連携した各種施策や地域イベントに参

加し、地域の活性化に寄与する。  

 

 

 

 

■事務費・財団運営（事業支出 １３，９６６千円） 

 

効率的で効果的に事業を推進するため、毎月の財務会議において収益の改善・経常的支出の節

減を目指した経営管理を行う。 

１． マネージメントシステムの確立 

・実施した事業の定期的な評価および入館者意向動向調査を行い、問題点の抽出と、それに

対する改善策を講じて、所期目標の達成を追求していく仕組みづくりを推進する。 

２．業務改善の推進 

・全職員一丸の体制づくり。 

・経営管理手法の導入、実践。 

・組織管理力の向上と経常的支出の抑制を実施する。 

 

■美術館の管理運営業務（事業支出 １６８，３６６千円） 

 

基本協定における指定管理者の範囲を遵守しつつ、美術館の設置目的の実現と運営コストの低

減を両立させた、効率的で効果的な館の運営を実現する。 

 

１．施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務 

 （事業支出内数 光熱水費 ６１，０７４千円、施設維持管理費 ６７，５１８千円） 

 (1) 建築物環境衛生管理技術者を配置し、設備管理の全体スケジュール調整等を行う。 

 (2) 県が定めた「美術館施設及び附属設備等の維持管理に関する業務仕様」に基づき、施設の

維持管理を適切に行う 

(3) 施設の清掃、警備、機器運転業務、各種保守点検等にあたっては、関係法令及び館のマニ

ュアルに則った適正な維持管理を行う。 

 (4) 光熱水費をはじめとしたランニングコストのモニタリング・分析を行い、適正な管理によ

りコストダウンにつなげる。 

  (5) 館の備品、その他物品の適正な管理と運用を行う。 

  (6) 公平かつ適正な入札等による競争原理のもと、効率的な管理に努める。 

(7) 長期修繕計画に基づき、効率的に館機能保持に努める。 

 (8) 貸し施設については、貸し出しマニュアルに基づき適正な管理、指導を行う。 



 

２． 受付・監視案内業務等の充実（事業支出内数 ３６，４７１千円） 

 

(1) 受付・監視スタッフの直接雇用の継続により、サービススキルの高い専門人材を育成する。 

 (2) 接客マニュアルに基づき、来館者の満足を得るための研修等を充実する。 

  ・研修実施により接客スキルの向上、苦情対策システムの適正な運用と来館者の意見を踏ま

えたサービスの向上を図って行く。 

  ・団体予約の事前情報を共有し、来館者の満足度アップに努める。 

 

３．イベントの開催（事業支出内数 ２，４１０千円） 

  来館者への動機付けを図り、満足度を向上させるため各種イベントを開催する。 

・帆船祭り、みなとまつり、おくんち、ランタンフェスティバルなど、地域と密着したイベ

ントとの連携を図る。 

  ・クリスマスやＧＷなど、季節に合った催事を開催する。 

・長崎大学、活水女子大学が毎月２回日曜日に行うイブニングライブを開催する。 

・主催事業のセレモニーを開催する。 

 

４. 情報コーナー運営・その他（事業支出内数 ８９３千円） 

  ・来館者に情報収集の場を提供する。 

  ・県内外の文化施設、文化財情報を提供する。 

  ・美術雑誌や展覧会関連書籍を配架し、ファン獲得に努める。 

 



＜平成３０年利用料金事業及びその他の事業 

      事業支出 １４５，２１３千円、事業収入１６２，５６３千円＞ 

 

 

■会員事業（事業支出 ２，１６４千円、事業収入１２，７００千円） 

１． 個人・企業・団体への年間ラインナップの魅力をアピールし、販売を積極的に促進

する。 

・目標 一般会員（プレミアメンバーズ） １，０００口 

法人会員（ミュージアムパートナーズ）   １１０口 

      オフィシャルパートナー            ２者 

      キャンパスパートナー             ５校 

  ２．会員向けのサービス充実を図る。 

・カフェでの期間限定での全メニュー１０％割引 

・新規会員への企画展招待券の配布 

・ショップでのポストカードプレゼント 

・イベント優先席の確保 

・会員との交流会開催 

・他館の優待利用 

３．オフィシャルパートナーとの連携による、新たな顧客層の開拓 

  ・多彩なイベントの開催 

 

■施設等貸出事業（事業収入 １０，７３７千円） 

 

１．ホール・講座室等貸しスペース利用について、空き状況確認にホームページ活用を進め 

  また多様な利用に繋げるよう助言を行うなどすることで利用しやすい環境作りを行う。

広報ツールを作成し広く案内するなど積極的に利用を促進し、美術館と 

  県民の密接な関係を築くとともに、運営財源を確保する付帯事業として効率的かつ効果

的な運営を行う。 

  （貸出稼働目標：県民ギャラリー100％、ホール200日,講座室230日、） 

・県民ギャラリーの利用許可申請の受付、利用者間の調整、許可証の交付及び利用料金

の適正な徴収を行う。 

    ・ホール、講座室、アトリエ、運河ギャラリー等について、近隣企業に対し積極的利用

促進を図るとともに、貸し出しの適正管理及び料金徴収を行う。 

    ・屋上庭園、運河劇場等の貸し出しの適正管理及び料金徴収を行う。 

  ・エントランスロビーと休館日の利用条件と利用料金の設定を行う。 

    ・展示ケース、照明器具等の展示関係備品の適正管理及び料金徴収を行う。 

・展示計画や施設利用計画への適正なアドバイスを行う。 

 

２．収蔵作品の貸し出し管理や作品写真の掲載許可等の適正な運用を推進する。 

  ・貸し出し適正管理を行う。 

    ・写真の掲載許可等、撮影許可等の適正な管理運用を行う。 

 

 



 

 

 

■ミュージアムショップ、カフェ事業 

（事業支出６９，３３０千円、事業収入７６，５６３千円） 

 （ショップ事業支出５０，９６７千円、事業収入５６，９３９千円） 

（カフェ事業支出１８，３６３千円、事業収入１９，６２４千円） 

 

１．国内美術館で唯一販売しているプラド美術館グッズや当館オリジナルの建築模型セッ

ト、軍艦島や長崎ガラスを中心とする長崎関連のオリジナルグッズ、長崎事始めに因

んだオリジナルビスケット、展覧会毎の客層に合わせた店頭ディスプレイ、また長崎

コーナーの拡充や長崎在住作家のフェア等の開催、長崎と天草地方の潜伏キリシタン

関連 

遺産等の品揃えに努め、ショップ来店を目的とする顧客層を開拓する。 

 

２．スウィーツ、サンドウィッチ類を中心としたメニューに加え、企画展の開催に合わせ

た 

特別メニューの提供や、展覧会観覧券とのセット商品の開発に努めるとともに、スタ

ッツフの接遇研修を実施し、気軽にご来店いただきくつろげるカフェを目指す。 
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