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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

所属
http://ch.kanagawa-museum.jp/

所属のホームページ

歴史博物館

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

歴史博物館長の薄井です。

歴史博物館は、博物館法（昭和26年法律第285号）に基づ

き、主に次の仕事をしています。

①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と情報提供等

②県民の皆様の学習活動の支援

当館公式キャラクター

「パンチの守（かみ）」

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

11,031 3,450 1,685 2,034 5,868 7 13,044

4,298 334 250 984 2,355 2,450 6,373

0

15,329 3,784 1,935 3,018 8,222 2,457 19,417

項目 (再)配当額

事業費 87,139 9,937 19,983 22,142 20,900 14,176 87,139

維持管理費 58,043 7,494 11,435 12,492 18,487 8,136 58,043

計 145,182 17,431 31,418 34,634 39,388 22,312 145,182

90,238 58,962 91,801 59,166 300,167

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料(注4）

諸収入

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

人件費　（注１）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況

　　入館者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

128,000 33,347 30,260 38,144 40,442

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

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）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３）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。
（注４）使用料及び手数料は、「観覧料」及び「館内のテナントから徴収する建物使用料」です。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 142,193

（前年度） 127,895

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

11,031 3,450 1,685 2,034 5,868 7 13,044

4,298 334 250 984 2,355 2,450 6,373

0

15,329 3,784 1,935 3,018 8,222 2,457 19,417

項目 (再)配当額

事業費 87,139 9,937 19,983 22,142 20,900 14,176 87,139

維持管理費 58,043 7,494 11,435 12,492 18,487 8,136 58,043

計 145,182 17,431 31,418 34,634 39,388 22,312 145,182

90,238 58,962 91,801 59,166 300,167

107,669 90,380 126,435 98,554 22,312 445,350

△ 103,884 △ 88,445 △ 123,417 △ 90,332 △ 19,855 △ 425,933

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料(注4）

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注
２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

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 24

上記以外の職員 27 27 27 27

計（人） 50 50 50 51

配置職員数



２　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

720,000 157,935 156,333 139,817 192,944

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

３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

年間目標
（計画件
数）

ホームページ

（前年度）

項目
アクセス件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

項目 実績・進捗状況

子どもたちや新規来館者の開拓に係
る取り組み

ミュージアムクイズゴールデンウィーク
スペシャル(5/3～5/6)〈子供向け企
画〉、建物見学会(5/4)〈一般向け〉
ミュージアムコンサート(5/24)〈一般向
け〉を実施した。

ミュージアムクイズラリーヨコハマ
2014(7/19～8/31)<子供向け企画>、夏休
み子供博物館教室「紙漉き体験」
(7/26)、原鉄道模型博物館と観覧料金相
互割引企画(8/13～9/28)<一般向け>を実
施した。

冬の博物館教室「勾玉づくり」(子供向
け・一般向け)(12/7)、ミュージアムコ
ンサート(12/14)、文化の日無料開館
(11/3)、建物見学会(10/12・11/23)を実
施した。

建物見学会(3/8)、博物館入門講座
(1/17,24)、開館記念日無料開館・ドー
ム特別公開(3/21)を実施した。また、開
館20周年企画①「特別展ポスターで振り
返る歴博20年の歩み」展、②生命の星地
球博物館と共催で観覧料特別割引、③館
紹介パネルの相互展示を行った。

累計

647,029

689,867

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

ミュージアムライブラリーに特別展「明
治大学　クリスチャン・ポラックコレク
ション　繭と鋼 -神奈川とフランスの交
流史-」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
がより深まるよう特別展と連携した取り
組みを行った。

ミュージアムライブラリーに特別陳列
「よみがえる東京オリンピック」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
特別陳列と連携した取り組みを行った。

ミュージアムライブラリーに特別展「白
絵－祈りと寿ぎのかたち－」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特別
展と連携した取り組みを行った。

ミュージアムライブラリーに特別展「陸
にあがった海軍－連合艦隊司令部日吉地
下壕からみた太平洋戦争－」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特別
展と連携した取り組みを行った。

特別展開催に合わせたミュージアム
ライブラリーの取り組み



第１四半期

第２四半期

第３四半期

・単年度事業である個別研究は、幕末開
港期に諸藩が実施した横浜警備に関する
資料の調査を開始した。
・総合研究は、近代鎌倉彫の受注に関す
る研究と、明治期の銅版画技術を用いた
近代的地図製作に関する研究の二つを開
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。

学芸員の調査研究活動の取り組み

・個別研究および総合研究ともに研究計
画にもとづきそれぞれの調査研究を継続
して実施している。
・外部資金である科学研究費でも研究計
画にもとづき研究を進めている。
・昨年度の研究成果をまとめた「研究報
告」第41号を10月末刊行を目指し編集作
業を実施した。

・個別研究および総合研究ともに研究計
画にもとづきそれぞれの調査研究を継続
して実施している。
・外部資金である科学研究費でも研究計
画にもとづき研究を進めている。
・「研究報告」第41号を10月31日に刊行
した。
・研究研修会「歴史博物館が直面する津
波被害の想定と対策｣を県土整備局職員
等を講師に12月17日実施した。

・個別研究は計画通り実施し、その成果
を調査研究成果報告会にて口頭報告し
た。
・総合研究は研究の初年度で基礎的デー
タ 収集などを実施した

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

学芸員の研究成果を反映した取り組
み

常設展示の展示替、並びに特別展「明治
大学　クリスチャン・ポラックコレク
ション　繭と鋼 －神奈川とフランスの
交流史－」の開催、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
を実施した。

常設展示の展示替、特別陳列「よみがえ
る東京オリンピック」（7/19～9/28）、
コレクション展示「庶民の祈り｣を実施
した。展示にあわせてボランティアへの
専門研修、来館者への展示解説などを実
施した。

タの収集などを実施した。
・外部資金である科学研究費は、２件が
本年度末で研究期間を終了し、成果報告
書をまとめた。残り３件は次年度に継続
するが、計画通り進捗している。
・調査研究成果報告会を３月１３日に開
催し、学芸員の研究成果を報告した。

常設展示の展示替、特別展「白絵－祈り
と寿ぎのかたち－」（10/11～11/16）を
実施した。展示にあわせてボランティア
への専門研修、来館者への展示解説など
を実施した。

常設展示の展示替、特別展「陸に上がっ
た海軍－連合艦隊司令部日吉地下壕から
みた太平洋戦争－」（1/31～3/22)を実
施した。展示にあわせてボランティアへ
の専門研修、来館者への展示解説、地下
壕現地見学、シンポジウムなどを実施し
たた。



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

・常設展示は、月例どおりに行うことができた。
・特別展「陸にあがった海軍－連合艦隊司令部日吉地下壕か
らみた太平洋戦争－」の開催は、題材が時機を得たこともあ
り 多くの入館者と多くの好評を得ることができ 成功を収

・常設展示の展示替えをシーズンに応じ行なった。
・常設展示の枠内で、話題性に富んだ特別陳列「よみがえる
東京オリンピック」を開催し好評を得ることができた。これ
らに関する講演会、展示解説なども実施でき、またボラン
ティアの方々の活動も順調であった。
・調査研究活動の取り組みも遅滞なく進行中である。
・多くの入館者や利用者獲得のための、中間期としての努力
については、館員の意識も高く行なえていると考えている。

所属長評価

・月例の常設展示の展示替や特別展「明治大学　クリスチャ
ン・ポラックコレクション　繭と鋼 -神奈川とフランスの交
流史-」の開催などを計画的に実施できた。
・建物見学会やクイズラリー、ミュージアムコンサートなど
の来館者に対する幅広い取り組みについても、全職員の積極
性が発揮された。
・研究活動については計画的な遂行を目指した開始がなされ
た。
・多くの入館者や利用者獲得のための、年度を見据えた取り
組みの第一期としては、満足できるものと考えている。

・シーズンに応じた常設展示の展示替と、古美術を扱った質
の高い特別展「白絵－祈りと寿ぎのかたち－」を開催し、一
般の方や専門家より好評を得た。併せて、関連の講演会やボ
ランティア解説などの活動も順調に行うことができた。
・文化の日の無料開館や建物見学会等のスペシャルイベント
に積極的な取組ができた。
・多くの入館者を獲得しようとする館員一体の意識は高く、
しっかりとした行動を行うことができていると考えている。

第４四半期

総合評価

り、多くの入館者と多くの好評を得ることができ、成功を収
めた企画となった。
・特別展に合わせた現地見学会やボランティアによる展示解
説も順調に行うことができた。
・開館記念日（3月21日）の無料開館をはじめ、館員総出で
イベント等に取り組むことができ、博物館運営に高い意識を
持って臨んだと考えられる。

・前年度を上まわる総入館者数があり、設定した年間目標を
達成することができた。これは、題材的に時機を得た特別展
の効果も大きかったと考えられ、改めて広い層の入館者に高
い興味を与える特別展等の企画、開催が重要であることを認
識した。
・無料開館日の設定や、重要文化財である当館建物の公開見
学など、スペシャルイベントも好評であった。少ない予算を
カバーすべく、館員総出でこれらに取り組んでいる努力は評
価される。
・入館者数だけでなく、展示等に反映される質の高い資料の
収集や調査研究にも一定の成果を上げることができた。

045-201-0926（代表）連絡先（電話番号）


