
第1号様式
所属進行表

局名 部名 所属のホームページ

教育局 http://ch.kanagawa-museum.jp/

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

145,000 39,919 28,055 32,717 27,204

－ 41,203 32,626 31,773 32,518

　　ホームページアクセス件数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

400,000 189,828 189,615 161,532 148,892

－ 126,862 134,870 182,796 191,977

２　業務実績（数字で表せないもの） 

第１・四半期

第２・四半期

（前年度実績） 636,505

項目
年間目標

（計画件数）
アクセス件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

ホームページ 689,867

業務運営進行表

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

博物館法（昭和26年法律第285号）に基づき、神奈川の文化及び歴史に関する資料の収集、保管及び展示並びに
これに関する調査研究、情報提供等を行い、県民の学習活動を支援している。

所　属
室・課（出先は所属）名

入館者数

（前年度実績）

項目

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があ
ります。
（※）「使用料及び手数料」の内訳は、次の二つです。①観覧料　②館内のテナントから徴収する建物使用料

年間目標
（計画人数） 累計

127,895

138,120

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

歴史博物館

項目

ミュージアムコンサート、ミュージアムクイズ
ゴールデンウィークスペシャル2013、博物館建物
見学会、特別展記念落語会を開催した。

ミュージアム・クイズラリーよこはま2013、子ど
も博物館教室「浮世絵を学ぼう」、特別展関連子
ども向け行事「夏休み県庁探検」、神奈川県庁本
庁舎一般公開との連携企画、教員のための博物館
講座（２回、１回は出張講座）を実施した。

実績・進捗状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

14,012 4,430 2,879 2,185 1,478 58 11,031

5,300 676 841 2,189 511 80 4,298

0

19,312 5,106 3,720 4,374 1,989 139 15,329

項目 (再)配当額

事業費 83,603 12,284 19,768 20,680 18,908 11,964 83,603

維持管理費 58,260 6,484 10,459 14,046 16,211 11,060 58,260

計 141,864 18,768 30,227 34,726 35,119 23,024 141,864

41,960 41,925 40,751 41,982 166,619

3,976 566 3,975 515 9,033

26,300 27,986 54,286

72,237 42,491 72,713 42,498 229,938

10,696 10,696 10,696 10,606 42,694

4,250 4,250 4,250 4,250 17,002

87,183 57,438 87,659 57,354 0 289,634

105,951 87,665 122,385 92,473 23,024 431,498

△ 100,845 △ 83,945 △ 118,011 △ 90,484 △ 22,885 △ 416,169

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注 )

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額
使用料及び手数料(※)

諸収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 23 23 23 23

再任用職員 8 8 8 8
臨時的任用職員

非常勤職員 19 19 19 18

計（人） 50 50 50 49

配置職員数



第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

特別展開催に合わせたミュージアムライブラ
リーの取組み

ミュージアムライブラリーに「江戸時代かながわ
の旅」に関する書籍コーナーを設置し、展示物に
対する来館者の理解、関心がより深まるよう展覧
会と連携した取組みを実施した。

ミュージアムライブラリーに「キングの塔」誕
生！に関する書籍コーナーを設置し、展示物に対
する来館者の理解、関心がより深まるよう展覧会
と連携した取組みを実施した。

ミュージアムライブラリーに「こもんじょざんま
い」に関する書籍コーナーを設置し、展示物に対
する来館者の理解、関心がより深まるよう展覧会
と連携した取組みを実施した。

ミュージアムライブラリーに「眞葛焼」、「かな
がわの遺跡展」、「アメリカ人女性が巡った明治
の日本」に関する書籍コーナーを設置し、展示物
に対する来館者の理解、関心がより深まるよう展
覧会と連携した取組みを実施した。

学芸員の研究成果を反映した取組み

特別展（江戸時代　かながわの旅）の開催や、ボ
ランティア専門研修における講演、学芸員による
展示解説・ミュージアムトークを実施した。

特別展（「キングの塔」誕生!）の開催や、学芸員
による展示解説・ミュージアムトーク、建物見学
などを実施した。

特別展（「こもんじょざんまい」）の開催や、県
博セミナー、学芸員による展示解説・ミュージア
ムトーク、建物見学などを実施した。

特別陳列「眞葛焼」と「かながわの遺跡展｣を開催
し、展示解説、ミュージアムトーク、建物見学な
どを実施した。

特別展関連企画「高校生のための古文書講座」、
同「紙漉体験」、同現地見学会、博物館建物見学
会、ミュージアムコンサート、子ども向け企画
「勾玉を作ろう」、出張講座(教員対象１回、高校
生対象１回)を実施した。１１月３日文化の日は観
覧無料とし、屋上ドームの特別公開を行った。

横浜「三塔の日」マグカル・イベント「三塔＋
エース」ミニコンサート、建物見学会＋県庁本庁
舎見学会、博物館入門講座、県博寄席(落語会)を
実施した。３月２１日は開館記念日として観覧無
料とし、屋上ドームの特別公開も行った。

子どもたちや新規来館者の開拓に係る取り組み

学芸員の調査研究活動の取り組み

単年度事業である個別研究は、民俗資料のお札類
の整理と撮影に着手し、そのデータ化を開始し
た。総合研究は研究の 終年度で、過去２ヵ年で
調査した全国の銀行建築に関するデータをまとめ
る報告書の編集を開始した。外部資金である科学
研究費では、新規・継続を含めて当該年度の研究
計画にもとづき研究に着手した。

個別研究と総合研究及び科学研究費は研究を継続
して実施すると共に、10月刊行予定の『研究報
告』用論文の執筆をおこなった。

個別研究と総合研究及び科学研究費は研究を継続
して実施すると共に、『研究報告』第４０号にて
研究論文等を公表した。

個別研究と総合研究及び科学研究費は研究を継続
して実施し、研究成果報告会にて研究内容を報告
するとともに、総合研究の報告書を刊行した。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

045-201-0926（代表）

所属長評価

・事業執行については、概ね計画どおりの進捗状況であった。
・文化の日には、無料入館デーとして、展示室の外、屋上ドームを特別公開
し、多くの人に喜んでいただくことができた。こうしたことをきっかけに、
また足を運んでいただけるよう、今後とも充実した展覧会の開催に取り組ん
でいきたい。

・開館記念日（3月21日）の観覧料無料や屋上ドーム特別公開をはじめとする
入館者サービスを図り、入館者の増員に積極的に取り組むことができた。
・マスコットキャラクター「パンチの守」の活用により、博物館の親しいイ
メージ作りに努めた。

・予算を伴う展示や講演会等の事業の他に、予算が無くとも創意工夫を盛り
込んだ様々な事業を数多く実施して、県民の皆様をはじめ多くの方々に博物
館を利用していただけるよう、促進を図った。その努力は評価されるべきと
考える。
・入館者増については、努力とまだ噛み合わない面も多く、今後とも学校連
携などを強化し、入館者数のベースとなる学生の団体利用などを確保して行
きたい。

より多くの県民の方々に利用していただけるよう、展示替えによる常設展の
充実及び特別展の計画的な開催をはじめとして、様々なイベントや講演会等
を計画し、実施することができた。特別展については、当初の目標を大幅に
上回り、多くの方に観覧していただいた。今後とも、積極的な情報提供を心
がけ、利用促進を図っていきたい。

連絡先（電話番号）

特別展「キングの塔」誕生！では、様々な方法で広報活動に取り組んだが、
猛暑の影響もあり、入館者数は伸びなかった。事業全体としては、概ね順調
に執行することができた。


