
実施目標 実施時期／回数 事業内容 前年度からの課題
課題解決に向けての対策

（どうのような方法で）
主な事業予算

関連事業
（関係機関）

1
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

①　文化芸術
活動推進事業

文化芸術活動推
進事業

〇市文化協会などの関
係団体と連携し、市民
の主体的、自主的な展
示活動やアトリエでの
創作活動を支援する。
〇学校などと連携して、
児童生徒などの芸術作
品鑑賞や創作活動の支
援、出前授業を行い、
子どもたちの豊かな感
性を育む。
〇地域などで子どもの
創作活動を支援し、子
どもたちの豊かな感性
を育む。

４月～３月

〇美術館を利活用する関係団体の学習・展
示活動の支援。
〇小学校などと連携した作品鑑賞学習など
の支援。
〇織田廣喜自身や作品、収蔵作品を紹介し
活用した学校への出前学習の実施。
〇職場体験学習や博物館実習の受入れ。
〇地域の子どもたちや高齢者などの創作体
験支援やイベントなどでの体験コーナ設置。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナウイルス感染症拡大予
防対策を講じ、来館者が安心して活
動し、作品鑑賞ができるように努め
る。

　事業の大部分がコロナ禍のため実
施できず。

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策を励行する。

指定管理者委託料

【関連機関など】
〇市文化協会
〇市内学校など
〇各地区公民館など
〇生涯学習課
【関連事業など】
〇嘉麻市文化祭inうすい
〇琴平美術展覧会
〇職場体験学習・博物館実習
〇県小学生児童画展嘉麻市展
〇筑豊地区中学校総合文化祭
〇 ときめき学習
〇 ゆめまつり・子どもフェスタ
〇MOA美術館嘉飯桂児童作品展

2
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

②　美術館運
営管理事業

美術館運営管理
事務

〇快適な環境の中で安
心して、芸術作品鑑賞
や創作、展示などの文
化芸術活動が行え、ま
た、憩いの場となるよう
に 施設の維持管理と運
営を行う。
〇広く美術館や事業な
どの周知に務める。

４月～３月

○美術館の維持管理及び運営。
○幅広い美術館の周知と情報提供。
○安心して利活用できるよう新型コロナ感染
症拡大予防対策を講じる。
○筑豊美術館ネットワークでの情報交換や
連携。
○関係機関などとの連携。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○美術館の快適な環境を保持する。
○耐用年数を超過している空調設備
及び電気設備などの改修。
○安定した施設運営の検討、実施。
○美術館の幅広い周知と情報発信。

　　　　　　　　事業実施中

○空調設備の計画的な修理や
設備更新の検討。
○指定管理者の導入について
の検討、実施への手続き。
○展覧会リーフレットの作成と
活用、ホームページ、SNSの活
用と更新による情報発信や関係
課などとの連携。
〇筑豊美術館ネットワーク加盟
館との情報交換、事業などの周
知と発信。

指定管理者委料託
※軽微な修繕は指定管
理者。それ以外は予算
計上。

【関連機関など】
〇関係美術館
　  県立美術館
　  田川市美術館
　  直方谷尾美術館
〇県博物館協議会
〇筑豊美術館ネットワーク
〇市産業振興課
〇市観光まちづくり協議会

3
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

②　美術館運
営管理事業

碓井琴平公園管
理事業

○隣接する芝生広場が
人々の憩いの場として
快適かつ安心して利活
用できるよう環境美化と
維持管理を行う。

４月～３月

○美術館など施設敷地内及び隣接する公園
内の維持管理（環境整備）。
○公園内トイレの維持管理。
○公園の周知と活用を図る。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○公園利用マナーの周知。
○公園の周知と利用を図る。

　　　　　　　　事業実施中

○ホームページやSNSを活用
し、公園の周知と利用を図る。
○公園利用のマナーについて、
ホームぺージで注意喚起を行
う。
○公園の巡回、ゴミ回収などを
行う。

指定管理者委託料 【関連機関など】
○市関係課など
　  市環境課
　  市都市計画・公園係
  　市産業振興課
　  市観光まちづくり協議会

4
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

②　美術館運
営管理事業

収蔵作品等の保
存及び管理

〇関係資料の収集及び
収蔵作品などの適切な
保存管理と幅広い活用
を図る。

４月～３月

○収蔵作品の修復や写真撮影。
○展示・収蔵作品の維持管理。
○温湿度記録機器（毛髪式自記温湿度計）
の定期校正の実施。
○収蔵庫の定期清掃及び燻蒸。
○データロガーによる温湿度計測データ蓄
積。
○虫菌害の防止体制強化。
○データ管理システム「IBミュージアムSaaS」
を活用し、作品情報の一括管理及びインター
ネットでの公開。
〇常設展示作品の入替と春のコレクション展
を開催し、収蔵作品の活用を図る。

詳細は指定管理委託業者と協議後、決定す
る。

○毛髪式自記温湿度計の計測値に
ばらつきがあり、定期的な校正が必
要である。
○データロガーによる温湿度管理体
制を強化する必要がある。
○春先や梅雨時期など湿度が不安
定になる時期に、恒常的な温湿度管
理のため、空調設備管理委託業者と
連携を密にする必要がある。
○作品の良好な状態保持と活用を図
るため、定期的なコンディション確認
や修復作業の実施、継続的な収蔵庫
の燻蒸が必要である。
○重要区間である展示室及び収蔵庫
の環境設備に努める必要がある。

　　　　　　　事業実施中

○毛髪式自記温湿度計・データ
ロガーを適切に運用し、館内温
湿度の計測を行う。変調が見ら
れる場合は迅速且つ的確な対
処を取る。
○空調設備の管理業者との連
携を密にし、問題が発生した際
は迅速な対処を図る。また、既
存の設備による対処が困難な
場合、代替案（除湿機使用な
ど）による環境保全を図る。
〇作品の状況確認を行い、デジ
タル撮影、修復を行うとともに、
継続して収蔵庫の燻蒸を行う。
〇日常業務の中で館内外環境
確認を行い、問題の予防及び早
期発見に努める。

指定管理者委託料 【関連機関など】
○三菱電機ビルテクノサービス
株式会社
○長野聡史写真事務所
○工房アルテ

番
号

アクションプラ
ン主要施策

   令和４年度 生涯学習課 美術館係 事業計画案

アクションプラ
ン施策内容

アクションプ
ラン事業名

個別事業名

令和　　４　　年　　度　　事　　業　　計　　画

資 料　３
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実施目標 実施時期／回数 事業内容 前年度からの課題
課題解決に向けての対策
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主な事業予算

関連事業
（関係機関）
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7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

③　企画展事
業

絵本原画展

〇幅広く優れた芸術作
品鑑賞の機会を提供す
ることにより、芸術への
興味と関心を深め、心
豊かな感性を磨く機会
を提供する。
〇特別企画展を観光資
源として、集客を図る。

 ７月２３日
               ～
           ９月１９日

    　/５１日間

〇絵本の原画を展示し、関連事業として作家
を招聘し、サイン会や講演会などを開催する
予定。

詳細は、指定管理者委託業者と協議後、決
定する。

○新型コロナウイルス感染症拡大予
防対策を講じ、来館者が安心して鑑
賞できるように努める。

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策を励行する。

指定管理者委託料 【関係機関など】
○嘉麻市立図書館
○市産業振興課
○市観光まちづくり協議会
【関連事業など】
○サイン会
○関連グッズ販売コーナ―開設

6
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

③　企画展事
業

第７７回県美術展
覧会筑豊巡回展

〇幅広く優れた芸術作
品鑑賞の機会を提供す
ることにより、芸術への
興味と関心を深め、心
豊かな感性を磨く機会
を提供する。
◯関連事業を実施し集
客を図る。

【第１期】
　１０月１８日
　　 　　～
　　　　１０月２３日
【第２期】
　１０月２５日
　　 　　～
　　　　１０月３０日
【第３期】
　１１月１日
　　　　 ～
　　　　  １１月６日

　　　/1８日間
　

〇福岡県美術展覧会の日本画、洋画、デザ
イン、写真、書の５部門の中から、公募の部
の入賞、入選作品及び筑豊地区の県美術協
会会員の作品を３期に分けて展示する。
〇事前に筑豊巡回展実行委員会（各部門よ
り）を開催し、会場の打合せを行う。作品展示
は実行委員の指導のもとに業者が行う。
〇各会期の最終日に県美術協会会員による
合評会を行う。
〇事後に筑豊巡回展実行委員会を開催し総
括を行う。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、来館者が安心して鑑賞できるよ
うに努める。
○一般以外の来館者が少ない。
〇出品者全体が高齢化しており、高
齢者、若年層それぞれに向け、出品
呼びかけも必要である。

　

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策を励行する。
〇出品募集の段階から美術館
にて告知の充実や、嘉麻市文
化協会などへ募集を案内するな
ど、筑豊地区からの出品者や入
選者入賞者数の向上を目指
す。

指定管理者委託料 【関連機関など】
〇県美術展覧会実行委員会
〇県美術展覧会筑豊巡回展実
行委員会
【関連事業など】
〇合評会
　　　第１期：１０月２３日（日）
　　　第２期：１０月３０日（日）
　　　第３期：１１月　６日（日）

7
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

③　企画展事
業

 春のコレクション
 展２０２３

〇幅広く優れた芸術作
品鑑賞の機会を提供す
ることにより、芸術への
興味と関心を深め、心
豊かな感性を磨く機会
を提供する。
〇織田廣喜を中心に地
域縁の作家などの収蔵
作品を常設展示とは別
にコレクション展として
展示公開し、当館の誇
る名品の魅力を紹介
し、郷土の作家への興
味と関心を深める機会
を提供する。

３月～４月
(予定）

〇収蔵作品を活用しテーマに沿ったコレク
ション展を開催し、新たな作品鑑賞の機会を
提供する。
〇ホームページやSNSなどを活用し、幅広い
PRを行う。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、来館者が安心して鑑賞できるよ
うに努める。
○コレクション展への来館者数が伸
びない。

　　　　　事業はR4.3月開催

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策を励行する。
〇観光PR係など関係機関とも
連携し周知を図る。
○ホームページやSNSなどへの
掲載内容を工夫し、繰り返し発
信する。
〇常設展の入替を行い広く発信
し、リピーターの集客を図る。
○関連事業を実施し、来館を促
す。
〇スマートフォンアプリ「ポケット
学芸員」を活用し、自宅でも作
品鑑賞が行えるようにする。

指定管理者委託料 【関連機関など】
○市産業振興課
○市観光まちづくり協議会
○筑豊美術館ネットワーク
○嘉麻市立図書館
〇市内学校など
【関連事業】
○ワークショップ

8
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る創造的活動の
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③　企画展事
業  常設作品展

〇幅広く優れた芸術作
品鑑賞の機会を提供す
ることにより、芸術への
興味と関心を深め、心
豊かな感性を磨く機会
を提供する。
〇織田廣喜の収蔵作品
の入替を行い、当館の
誇る名品の魅力を紹介
し、郷土の作家への興
味と関心を深める機会
を提供する。

年２回(予定）
（６月･１２月）

○常設展示作品の入替を行い、収蔵作品の
公開を促進する。
○展示作品解説の充実を図り、作品を通して
織田廣喜の人柄・魅力を深く感じられるよう
な展示とする。
〇ホームページやSNSなどを活用し、幅広い
PRを行う。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、来館者が安心して鑑賞できるよ
うに努める。
○常設展への来館者数が伸びない。

　　　　　　　　事業実施中

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策を励行する。
〇観光PR係など関係機関とも
連携し周知を図る。
○ホームページやSNSなどへの
掲載内容を工夫し、繰り返し発
信する。
○関連事業を実施し、来館を促
す。
〇ポケット学芸員を活用し、自
宅でも作品鑑賞が行えるように
する。

指定管理者委託料
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④　美術教育
普及事業

アートキッズ

〇様々な創作体験や芸
術に関する知識を習得
できる講座を実施し、創
作活動の楽しさを実感
でき、学びを深める機会
を提供する。
〇作品鑑賞や創作活動
を通じて、子どもたちの
豊かな感性と創造力な
どを育む機会を提供す
る。

年９回
(予定）

〇講座は館内スタッフ６回、外部講師１回、
近畿大学連携２回を予定。内容は思案中。
〇対象者：小学生２０名程度
　 開   催：日曜日（※近大は土日の連日）
○アートキッズ作品展。
　　　　　　　（１２月～２月の２週間程度予定）

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、安心して受講できるよう努め
る。

　　　　　　　　事業実施中

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策の励行。

指定管理者委託料 【関連機関】
◯近畿大学産業理工学部
◯美術館ボランティア事業

10
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（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

④　美術教育
普及事業

 なつやすみ オダ
ビアートラボ

〇様々な創作体験や芸
術に関する知識を習得
しながら、創作活動の
楽しさを実感できる機会
を提供する。
〇作品制作を通じて、
子どもたちの豊かな感
性と創造力などを育む
機会を提供する。

年２回(予定）
（８月上旬の土日）

〇美術館に各自、夏休みの絵画系の課題
（宿題）をもちより、市内の様々な児童と交流
しながら館内スタッフの助言を受け作品制作
を行い、創作することの楽しさを体感する。
〇自由研究として野菜を使用した絵具つくり
を予定。
〇対象者：小学生１５名程度。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、安心して受講できるよう努め
る。

　　コロナ禍のため中止（臨時休館）

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策を励行する。

指定管理者委託料
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親子ワークショッ
プ

〇親子でふれあいなが
ら、創作の楽しさ、興味
と関心を抱く機会を提供
する。
〇作品制作を通じて子
どもたちの豊かな感性
を育む機会を提供す
る。

年４回
（各季節に１回予定）

〇親子などで協力して作品を制作する。詳細
は立案中。
〇対象者：未就学児１０組程度。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

　　　　　　令和3年度は計画なし
指定管理者委託料

大人の美術講座
「大人の学美塾」

座学編

年１回(予定）

○近年人気が高まっている「万年筆」や「ガラ
スペン」「インク」についての座学を予定。詳
細は思案中。
〇対象者：１８以上１２名程度。

詳細は、指定管理委託御者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、安心して受講できるよう努め
る。

　　　　　令和3年度は計画なし

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策の励行。

大人の美術講座
「大人の学美塾」

実技編
３回（予定）

○カリグラフィー講座（講師：初島さつき）
○初心者、経験者にも新鮮な気持ちで楽し
める内容を思案中。
○対象者：１８歳以上１２名程度。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○新型コロナ感染症拡大予防対策を
講じ、安心して受講できるよう努め
る。

　　　　事業はR4.1月から開催

○市の方針に基づく感染症拡
大予防対策の励行。

13
7　市民文化の
創造

（1）美術に関す
る創造的活動の
推進

④　美術教育
普及事業

美術館ボランティ
ア事業

〇活動をとおして喜びを
感じ、充実した時間を過
ごすことができるよう、
美術館とボランティア相
互の連携を図る。 ４月～３月

○美術館の活動に関わり、美術館や織田廣
喜などの芸術と人とをつなげるサポーターの
養成を予定。詳細は思案中。

詳細は、指定管理委託業者と協議後、決定
する。

○アートキッズ参加児童への各自の
関わりにとどまり、広がらない。

　　　　　　　　　事業実施中

〇新たなボランティアの募集。
〇養成講座（仮称）などの開
催。

指定管理者委託料 【関連事業】
○アートキッズ
○春のコレクション展などの美
術館事業

指定管理者委託料〇専門家の指導のも
と、様々な創作体験や
芸術に関する知識を習
得できる講座を実施し、
創作活動の楽しさを実
感でき、学びを深める機
会を提供する。
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