
局名 部名

教育局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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

28,000 29,844 0 0 0

140,000 34,770 30,380 73,210 40,513

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

600,000 177,383 139,902 122,121 130,579

720,000 178,380 197,657 287,673 211,049

（平成２８年４月１日～平成２９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（出先機関は所属）名

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

項目
年間目標
(計画人数)

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 29,844

（前年度実績） 178,873

業務運営進行表

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 569,985

（前年度） 874,759

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）」

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 23 22 22 22

上記以外の職員 27 27 27 27

計（人） 50 49 49 49

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 67,539 11,459 12,895 14,661 16,829 11,695 67,539

維持管理費 173,262 9,282 35,671 59,829 38,285 30,195 173,262

計 240,801 20,742 48,566 74,490 55,114 41,889 240,801

88,311 57,630 89,412 57,097 292,450

109,053 106,196 163,902 112,211 41,889 533,252

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



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

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

第３四半期は、県博講座３４回・県博講座
（逸品シリーズ）８回・県博セミナー５回・
人文科学講座２回・地域巡回講座１回・博物
館体験教室２回・建物見学会１回のあわせて
53回を実施した。
出張講座は、76校中、66校を実施した。

県博講座３８回・県博セミナー５回・人文科
学講座１回・地域巡回講座３回、体験教室
（一般）２回・体験教室（子ども）４回、建
物見学会１回のあわせて５４回を実施した。
出張講座は、７６校中１０校を実施し、すべ
ての予定を実施した。

空調設備改修工事に係る事務室及び
収蔵資料等の移転作業の安全・着実
な実施と休館中の施設の保全

資料の外部保管先との調整を実施するととも
に、輸送作業を行う業者の選定を実施し、展
示資料や収蔵資料の梱包作業を進めた。

資料の外部移転のための梱包作業を実施し、
計画的に外部への移転作業を安全に事故なく
完了した。また、事務室移転についても事故
なく完了した。
なお、事務室移転後は館内に職員が不在とな
ることから、正面玄関前に防護フェンスを設
置し、施設の保全を図った。

空調設備の改修工事が始まったことから、工
事業者と定例の打ち合わせ会を実施し、具体
的な工事の進行状況を確認するなど、連絡を
蜜に保ち、工事中の施設の保全に努めた。

空調設備工事の進行状況に留意しつつ、開館
時には実施が困難な個所の補修や改良工事等
を行った。また、民間の倉庫等に預けている
収蔵品については、定期的に保管状況を確認
する等、適正な管理に努めた。

休館中に実施する講座･講演会等の開
催

休館中に実施する事業の事前広報チラシを、
５月の特別展「横浜正金銀行展」開催中に配
布した。併せて、ホームページによる周知を
行い、講座等の開催に向けた準備を進めた。

10月から開催する講座・講演会等の広報チラ
シを毎月作成し、約２００ケ所の公民館等に
配布した。
10月から開催する出張講座には76校の応募が
あり、実施に向けた調整に入っている。
７月から８月にかけて、「ミュージアムミッ
ション」（参加館６館・協力館１館）を実施
した。



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

学芸員の研究成果を反映した取り組
み

特別展（横浜正金銀行券）の開催、ボラン
ティアへの研修、学芸員による展示解説を実
施した。『神奈川県立博物館研究報告　人文
科学』第43号の原稿12本を作成し、11月刊行
に向けた編集作業に着手している。休館中に
実施する講座・講演会等へ研究成果を反映す
るべく準備を行っている。

『神奈川県立博物館研究報告』第43号用の原
稿を取りまとめ、入稿の準備を行うととも
に、講座・講演会等へ研究成果を反映すべく
準備を行った。

『神奈川県立博物館研究報告』第43号(A4判
208頁)を刊行するとともに、総合研究等の報
告書の編集作業を行った。また、講座・講演
会等へ研究成果を反映すべく各種の準備を
行った。

「神奈川県立博物館研究報告」第44号の刊行
準備、総合研究報告書の刊行に向けた編集作
業を行った。また、研究成果を反映した講
座・講演会を実施した。

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、神奈川県域に
おける平安時代彫刻の調査を開始した。総合
研究は２件とも研究の３カ年目で、前年度に
引き続き資料の整理と分析を進めてている。
外部資金である科学研究費では、当該年度の
研究計画にもとづき研究を継続している。

個別研究及び総合研究ともに研究計画にもと
づき継続実施している。また、10月から開始
する講座・講演会及び出張講座の準備を進め
た。

個別研究及び総合研究ともに研究計画にもと
づき継続実施している。科学研究費による研
究も継続して実施した。

・個別研究及び総合研究ともに調査研究成果
報告会にて研究成果や研究経過等を報告し
た。
・科学研究費による研究については、1件は研
究成果を報告書でまとめ、1件は次年度に継続
している。



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連絡先（電話番号）

所属長評価

・空調設備改修工事のための資料移送や事務所移転の準備として、業
者選定の実施、博物館資料の梱包作業等の着手など、進行状況は順調
であった。
・休館中に行う博物館活動としての講座、講演会等の実施内容や広報
活動の具体的準備を計画どおり進めることができた。
・継続的に実施する調査研究活動の計画や準備を進めた。

・実際に始まった空調設備改修工事の初期進行状況は、工事業者との
定例打ち合わせ等を通じ、順調に進めることができ、着実なスタート
を切った。
･休館中実施している各種講座、見学会、県内学校への出張講座は、
ほぼ予定通り実施でき、数量的にも、内容的にも十分な実績を上げる
ことが出来た。
・学芸員の研究活動は、計画に基づいて実施され、またその実績の一
端となる研究報告書等の編集なども滞りなく行われた。

・空調設備改修工事は予定どおり順調に進行している。また、収蔵品
等の保管についても、定期的に保管状態のチェックを行い、安全に管
理できている。
・休館中に実施している各種講座、県内学校への出張講座は引き続き
高い成果を上げることができ、その評価は幸いにも出張講座が教育長
表彰を受けることができた。
・学芸員の調査研究活動については、研究成果の報告会や成果を取り
まとめた報告書の作成など大略計画どおり遅滞なく行われた。

・空調設備改修工事に伴う収蔵品等の資料移送、事務所の一時移転な
ど、ほとんどの職員が初めて経験する業務を事故や遅滞なく進めるこ
とができたのは大いに評価できる。
・休館中に実施している各種の講座、見学会、県内学校への出張講座
等は参加者数やその内容についても、高い実績を上げることができ、
中でも出張講座は教育長表彰を受るなど、職員の努力は評価できる。
・休館中も学芸員の調査研究活動は継続して実施され、再開館に向け
た常設展示や特別展の準備も進行中である。
・以上のとおり、総合的にみて、今年度の業務運営は当初の予定どお
り不足することなく効果的に執り行われたと評価する。

・空調設備改修工事の実施に伴う資料等の移送、事務所の移転を事故
なく完了することができ、工事の準備を整えることができた。
・休館中の博物館活動の大きな柱である講座・講演会の広報を開始
し、応募状況も順調でいいスタートを切ることができた。
・学芸員の研究活動も個別研究、総合研究ともに計画に基づき実施さ
れている。
・以上のとおり、第2四半期の業務運営は健全に行われている。


