
局名 部名

教育局

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

67,976 103,550 67,368 56,750

68,838 106,167 78,509 56,574

（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。

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://nh.kanagawa-museum.jp/

所属のホームページ

生命の星・地球博物館

室・課（出先は所属）名

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 295,644

（前年度実績） 310,088

第１号様式 

所属進行表 

生命の星･地球博物館長の平田です。 

当博物館は、地球と生命・自然と人間がともに生きることを基本テー

マに、博物館法に基づく博物館として1995年３月に開館し、その歴史

は早くも20年が過ぎました。この間、神奈川から地球規模までの自然

の証拠となる資料を収集・収蔵管理し、調査研究を行い、その成果を

原動力として、展示や普及活動を通じて生涯学習や学校教育の支援な

らびに社会的貢献を行ってきました。これからも現代の人たちに自然

を理解していただき、楽しんでいただくだけでなく、貴重な自然史資

料を、次の世代、未来に引き継いでいくことも使命として活動してい

きます。 

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

45,870 9,784 21,365 8,696 9,688 153 49,685

2,036 457 1,189 1,276 504 85 3,511

0

47,906 10,242 22,553 9,972 10,192 238 53,196

項目 (再)配当額

事業費 41,903 3,624 5,638 16,687 14,829 1,126 41,903

維持管理費 125,724 16,135 35,298 34,748 24,183 15,359 125,724

計 167,627 19,758 40,936 51,436 39,012 16,485 167,627

103,610 68,739 107,199 70,972 350,520

123,368 109,675 158,635 109,984 16,485 518,146

△ 113,126 △ 87,122 △ 148,663 △ 99,792 △ 16,247 △ 464,950

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

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 30 30 30 29

上記以外の職員 17 17 17 19

計（人） 47 47 47 48

配置職員数

http://nh.kanagawa-museum.jp/


　　ライブラリー利用者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

21,770 34,689 19,629 18,611

20,868 32,014 21,666 17,853

　　講座･観察会･研修等参加者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,274 4,075 2,458 2,425

2,608 4,403 3,711 3,422

　　学芸員レファレンス対応人数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

941 1,473 1,111 990

1,010 1,034 950 799

　　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

98,487 136,904 85,498 95,740

95,142 131,590 85,231 97,448

２　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

利用者数 94,699

（前年度実績） 92,401

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

参加者数 11,232

（前年度実績） 14,144

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

対応人数 4,515

（前年度実績） 3,793

項目
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

アクセス件数 416,629

（前年度実績） 409,411

項目 実績・進捗状況

展示事業

常設展示の管理とミニ企画展示を開催しまし
た。博物館の20周年を記念し、4月25日から5
月24日の会期で学芸員の活動報告展を行い、
博物館の20年の活動と成果を代表的な標本資
料を紹介しながら展示しました。また、特別
展「生き物を描く、サイエンスのための細密
描画」の開催準備を進めました。

常設展示の管理と特別展「生き物を描く～サ
イエンスのための細密描画」、ミニ企画展示
を開催しました。また、冬季開催予定の企画
展「日本のスゲ 勢ぞろい」の開催準備を進め
ました。

引き続き常設展示の管理を行いました。ま
た、10月にミニ企画展示「コアから地球をひ
も解く」、11月に「生きた痕」を行い、12月
には企画展「日本のスゲ 勢ぞろい」を開催し
ました。

引き続き常設展示の管理を行いました。開催
中の企画展「日本のスゲ 勢ぞろい」では誘導
サインの設置場所を工夫することで入場者数
を大幅に増加させることができました。その
他に「子ども自然科学作品展」やミニ企画展
示「神奈川の石材」を開催しました。

項目 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

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

調査研究事業

４月に研究成果・計画発表会を行い、昨年度
で終了した研究の総括と共に、今年度の研究
計画として総合研究（２件）、個別研究（20
件）を紹介しました。これらの調査研究を進
めており、学会発表や論文で公表する予定で
す。

第１四半期に引き続き、調査研究を進めまし
た。

第１、第２四半期に引き続き、調査研究を進
めるとともに、神奈川県立博物館研究報告
（自然）第45号および神奈川県自然誌資料第
37号の発行に向けて編集作業を進めました。

引き続き調査研究を進めるとともに、神奈川
県立博物館研究報告（自然）第45号および神
奈川自然誌資料第37号を発行しました。ま
た、平成27年度内に学芸員が公表した論文な
どの学術的著作は70本に達しました。

項目 実績・進捗状況

資料収集事業

採集、寄贈、購入などによる標本やデータの
収集を進めるとともに、収集資料の整理、登
録、保管作業を行っています。収蔵資料は、
館内活動での利用のほか、他の博物館や教育
機関、研究機関等への館外貸出、特別利用に
供されています。

第１四半期に引き続き、資料収集、館外貸出
等を行いました。

第１および第２四半期に引き続き、資料収
集、館外貸出等を行いました。

引き続き、資料収集、特別利用・館外貸出等
を行いました。平成27年度には47445点の資料
が収集され、当館の累計資料点数はデジタル
資料を含めて675599点（図書を除く）になり
ました。また、当該年度に利用された資料は
属性を含めて6014点に達しました。

項目 実績・進捗状況

広報事業

特別展のポスターやちらし、教育プログラム
のちらしの発送準備を進めるとともに、新た
に博物館外構掲示板等の準備を行いました。

県内外の学校等、通常の広報先の他に、特別
展の内容に合わせて美術やデザイン関係の学
校や施設等に重点的な案内を行いました。

企画展の内容に合わせて植物関係の学会や同
好会はもとより、商工・工芸関係に重点的な
案内を行いました。

ミューズフェスタに関する学校への広報で
は、範囲を絞りチラシを全生徒配布にした結
果、明らかな効果が得られました。これをも
とに新たに作成した来年度の催物案内の配布
方式にも変更を加えました。



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

0465-21-1515連絡先（電話番号）

所属長評価

博物館の基本的な活動である、資料収集、資料保管、調査研究活動を
継続的に進めるとともに、常設展示の管理とミニ企画展示の開催や、
今年度開催予定の特別展「生き物を描く－サイエンスのための細密描
画」の開催準備を進めました。

博物館の基本的な活動を継続的に進めるとともに、常設展示の管理と
特別展「生き物を描く～サイエンスのための細密描画」、ミニ企画展
示を開催しました。広報については、特別展の内容に合わせて関係す
る施設に重点的な案内を行いました。また、冬季開催予定の企画展
「日本のスゲ 勢ぞろい」の開催準備を進めました。

博物館の基本的な活動である資料収集、整理保管、教育普及活動を継
続的に進めるとともに、常設展示の管理と特別展「生き物を描く～サ
イエンスのための細密描画」、企画展「日本のスゲ 勢ぞろい」、ミ
ニ企画展示を開催しました。広報については、特別展、企画展の内容
に合わせて関係する施設に重点的な案内を行いました。

博物館の基本的な活動を継続的に進めました。今期は、展示事業では
企画展「日本のスゲ 勢ぞろい」における誘導サインの工夫により企
画展入場者数を大幅に増加させることができました。また、「子ども
自然科学作品展」やミニ企画展示「神奈川の石材」を開催しました。
調査研究事業では、神奈川県立博物館研究報告（自然）第45号および
神奈川自然誌資料第37号を発行しました。広報事業については、企画
展の内容に合わせて関係する施設に重点的な案内を行いました。
ミューズフェスタ（当館開館記念日行事）の学校への広報では、チラ
シを全生徒配布にすることにより効果を得ることができました。

博物館の基本的な活動は、資料収集と整理保管（集める）、調査研究
（調べる）、展示と教育普及活動（伝える）です。入館者について
は、箱根大涌谷の火山活動の影響が懸念されましたが、年間総数では
さほどの減少にはいたりませんでした。特別展や企画展、各種行事の
広報活動に工夫を凝らしたことも、その要因であると思います。展示
や教育普及活動の根幹となる資料収集や調査研究活動においては、各
学芸員の努力により例年同様の成果を挙げることができました。限ら
れた予算と人員体制のなかで、職員一同、それぞれが努力と工夫を凝
らして博物館の管理運営と事業展開を行うことができたと評価できま
す。


