
調査対象施設一覧表（2019年度）
※「調査対象施設一覧表（2014年度）」を参考の上、閉館した施設の削除や新規施設の追加、指定管理者が変更になった場合など、最新情報に更新してください。
※記入にあたっては別紙「回答記入例および各項目の説明・選択肢」を参照してください。

団体名
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理
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号

①施設正式名称
　（下枠は愛称）

②施設所管部署名

全国地方公共団体コード（5桁）

⑫指定管理期間
（西暦）

⑨指定管理者名

＊指定管理者のみご回答ください。④施設内容
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⑪
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体
の
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合
は
✓
を
記
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⑩その他（具体的に）

単独
複合

20

20

年

年

〜

月

月

1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）

単独
複合

20

20

年

年

〜

月

月

1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）

単独
複合
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20

年

年

〜

月

月

1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）

単独
複合

20

20

年

年

〜

月

月

1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）
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年

年

〜

月

月

1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房



⑩その他（具体的に）
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年
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月
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1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）

単独
複合
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年

年

〜

月

月

1. 指定管理（公募）

4. 直営
3. 指定管理（PFI事業者等）
2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）
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年
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月
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1. 指定管理（公募）

4. 直営
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2. 指定管理（非公募）

1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）
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年
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月
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4. 直営
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1. 専用ホール

3. 美術館
2. その他ホール

4. 練習場・創作工房

⑩その他（具体的に）
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年
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月
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4. 直営
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1. 専用ホール

3. 美術館
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4. 練習場・創作工房



調査対象施設一覧表　回答記入例および各項目の説明・選択肢別紙
※
整
理
番
号
は
新
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に
1
か
ら
順
に
振
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だ
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「
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（
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1
4
年
度
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せ
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※
「
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」
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は
、
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の
調
査
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の

回
収
状
況
に
ご
活
用
い
た
だ
く
欄
で
す
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①施設正式名称 ............ 愛称がある場合は下枠内に記載してください。

②施設所管部署名 ........ 正式名称をご記入ください。

③施設タイプ ................. 単独施設、複合施設のいずれかをお選びください。

※ここで言う複合施設とは、館の事業目的を達成するために設けられた中心施設が複数ある施設。
ただし民間施設（商業施設、オフィス、住居等）との合築は「複合施設」に含まず、単独施設とする。

④施設内容 ................... 施設内容を本調査対象の次の4種からお選びください。複合施設に該当
する場合には、すべてに✓を入れてください。施設内容の定義については、

「調査の手引き」の「A：調査対象施設一覧表について」をご覧ください。

1. 専用ホール　　2. その他ホール　　3. 美術館
4. 練習場・創作工房（アーティスト・イン・レジデンス施設を含む）

⑤複合施設内容 ............ 複合施設の場合、どのような施設との合築かを以下からお選びください。

1. 博物館、資料館等　　2. 図書館　　3. 公民館、コミュニティセンター､地区センター
4. 生涯学習センター　　5. 障害者・高齢者福祉施設　　6. 子育て施設　　7. 宿泊施設
8. 体育館、アリーナ、スポーツセンター
9. メッセ・展示場、国際会場、コンベンションセンター、その他観光施設
10. 庁舎　　11. 公営住宅　　12. 公営の商業・飲食施設、オフィス等　　13. その他

⑥民間資金活用 ............ PPP/PFI方式で建設、もしくは大規模改修した施設は✓を入れてください。

⑦大規模改修予定 ........ 以下の選択肢の中から当てはまる番号を1つお選びください。

1. 2014年〜2018年に大規模改修を行った
2. 2019年〜2023年に大規模改修を行う（行う予定である）
3. 大規模改修はこの期間には行わない

⑧管理運営形態 ............ 直営／指定管理の別です。選択肢の中から当てはまる管理運営形態の種
別をお選びください。

─※直営の場合は、ここで回答は終了です。─

⑨指定管理者名 ............ 正式名称をご記入ください。

⑩団体種別 ................... 指定管理者の団体種別を次の中から1つお選びください。「12.その他」の
場合は、具体的にご記入ください。

1. 公共団体・公共的団体　　2. 公益財団法人　　3. 一般財団法人　　4. 公益社団法人
5. 一般社団法人　　6. NPO法人　　7. 株式会社、有限会社など（営利法人）　　8. 任意団体
9. 共同事業体（JV）等のコンソーシアム　　10. 有限責任事業組合（LLP）
11. 学校法人（国立大学法人や公立大学法人を含む）　　12. その他

⑪設置主体との関係 ..... 指定管理者（コンソーシアムの場合は構成団体）が、設置者が出捐等をした
団体の場合は✓を入れてください。

⑫指定管理期間 ............ 西暦の年月をご記入ください。



2019年度　地域の公立文化施設実態調査

Ａ．まず、貴団体について、以下の項目をご記入ください。

地方公共団体
調査票



Q1. 文化政策等の現状について伺います。







（○はひとつだけ）

（○はひとつだけ）



Q2. 民間活力等の導入について伺います。

Q3. 大規模災害への対応について伺います。



Q4. 本調査対象施設以外の参考施設について伺います。

　 　3. 4.  　5.　  6. 　 　3.

4.  　5.　  6.

　 　1.　　 2.

　 　3. 4.  　5.　  6. 　 　3.

1.　  2.　  3.

4.  　5.　  6.

　 　1.　　 2.

　 　3.

1.　  2.　  3.

4.  　5.　  6.

　 　1.　　 2.

　 　3.

　 　1.　　 2.1.　  2.　  3. 　 　1.　　 2. 1.　  2.　  3.

4.  　5.　  6.

1.　  2.　  3. 　 　1.　　 2. 1.　  2.　  3.

※上欄に○印（下の選択肢からあてはまる番号を選んで、上の②～⑤の欄の番号を選択してください）



※下の選択肢からあてはまる番号を選んで、上の③の欄の番号を選択してください。



■全施設用

2019年度　地域の公立文化施設実態調査

施設調査票



■全施設用

Ａ．まず、太線枠内をご記入ください。

B．次に、ご回答者と貴施設について下欄にご記入ください。

本調査対象施設とは

　施設正式名称

  〔愛　称〕

　地方公共団体名



■専用ホール

Q1. 貴ホールの概要について伺います。

1.専用ホール



■専用ホール

Q2. ホールの運営体制について伺います。



■専用ホール

Q3. ホールの施設運営費について伺います。



■専用ホール



■専用ホール

Q4. 文化芸術ジャンルの自主事業等について伺います。



■専用ホール



■専用ホール



■専用ホール



■専用ホール

Q5. 貸し館について伺います。

Q6. 運営等について伺います。



■専用ホール



■専用ホール



■その他ホール

Q7. 貴ホール（貴施設）の概要について伺います。

　

2.その他ホール



■その他ホール

Q8. 文化芸術ジャンルの自主事業等について伺います。



■その他ホール



■その他ホール



■その他ホール



■その他ホール

Q9. 貸し館について伺います。



■美術館

Q10. 美術館の概要について伺います。

3.美術館



■美術館

Q11. 美術館の運営体制について伺います。



■美術館

Q12. 美術館の施設運営費について伺います。



■美術館



■美術館

Q13. 美術館の学芸業務について伺います。



■美術館



■美術館



■美術館



■美術館

Q14. 収蔵品の概要を伺います。



■美術館

Q15. 美術館の運営等について伺います。



■美術館



■練習場・創作工房

Q16. 練習場・創作工房、アーティスト・イン・レジデンス施設の施設概要について伺います。

4.練習場・
 創作工房

（アーティスト・イン・レジデンス

施設を含む）



■練習場・創作工房

Q17. 練習場・創作工房、アーティスト・イン・レジデンス施設の運営体制について伺います。



■練習場・創作工房

Q18. 練習場・創作工房、アーティスト・イン・レジデンス施設の施設運営費について伺います。



■練習場・創作工房



■練習場・創作工房

Q19. 練習場・創作工房、アーティスト・イン・レジデンス施設の運営について伺います。



■練習場・創作工房

Q20. 練習場・創作工房、アーティスト・イン・レジデンス施設の自主事業等について伺います。



■練習場・創作工房



■共通設問

Q21.

５．共通設問

貴施設におけるIT活用について伺います。



■共通設問

Q22. 貴施設における職員の研修について伺います。



■共通設問

Q23. 貴施設における事業評価について伺います。



■共通設問

Q24.

Q25.

Q26. 貴施設で、大規模災害に対応していることを教えてください。

貴施設のキャッシュレス対応の状況をお伺いします。

貴施設の訪日観光客への対応状況をお伺いします。



■共通設問

Q27.

Q28. ご意見やご要望についてお聞かせください。

公益財団法人が管理運営する施設について伺います。
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