
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

（平成28年４月１日～平成29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。

業務運営進行表

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、今年度は22年目を迎えま

す。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（集める）し、調査研究を行い（調べる）、その成果を原動力として、展示

や普及活動（伝える）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。

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 30 31 31 31

上記以外の職員 16 16 16 15

計（人） 46 47 47 46

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 53,046 3,912 7,423 8,528 30,403 2,779 53,046

維持管理費 134,260 14,185 37,810 33,271 37,169 11,825 134,260

計 187,306 18,097 45,233 41,800 67,572 14,604 187,306

100,152 66,885 105,575 67,948 340,560

118,249 112,118 147,375 135,521 14,604 527,866

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

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


Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況（数字で表せるもの） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

73,111 111,866 68,327 62,674

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

22,268 33,874 18,353 12,916

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

4,325 5,641 4,392 4,361

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1,042 1,107 870 838

941 1,473 1,111 990

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

96,971 138,548 88,659 98,776

98,487 136,904 85,498 95,740（前年度実績） 416,629

　　入館者数　

　　講座・観察会・研修等参加者数

　　学芸員レファレンス対応人数

項目
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

アクセス件数 422,954

対応人数 3,857

（前年度実績） 4,515

ホームページアクセス件数

（前年度実績） 11,232

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

参加者数 18,719

87,411

94,699

利用者数

（前年度実績）

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 315,978

（前年度実績） 295,644

ライブラリー利用者数

累計



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

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

研究事業

神奈川県立生命の星・地球博物館調査研究活
動に関する要綱に基づき、今年度は総合研究
を2件、個別研究を21件、科研費を含む外部資
金による研究については20件、さらに14人の
外来研究員の受入を承認しました。研究活動
による成果は、論文等学術的著作物や学会発
表等で公表していきます。

地方自然誌、全国規模、国際レベルで調査研
究活動を進めました。その成果の一部は学術
的著作物として公表されたり、学会で発表さ
れつつあります。

第２四半期に引き続き、地方自然誌、全国規
模、国際レベルで調査研究活動を進めまし
た。その成果の一部は学術的著作物として公
表されたり、学会で発表されつつあります。
また、神奈川県立博物館研究報告第46号（自
然科学）及び神奈川自然誌資料第38号の編集
作業を進めました。

引き続き、地方自然誌、全国規模、国際レベ
ルで調査研究活動を進めました。その結果、
平成28年度内に学芸員が公表した査読付き論
文は29本に達しました。また、神奈川県立博
物館研究報告第46号（自然科学）及び神奈川
自然誌資料第38号を出版し、これら２誌に公
表された学芸員の論文は合計16本に達しまし
た。

項目 実績・進捗状況

展示事業

常設展示の保守・管理を継続するとともに、
子ども自然科学作品展（すべての作品に学芸
員が解説を付ける）とミニ企画展示（自然科
学のとびら82号とその関連資料の紹介）を開
催しました。また、特別展「Minerals in the
Earth－大地からの贈り物－」の開催準備を進
めました。

第１四半期に引き続き、常設展示の保守・管
理を継続するとともに、特別展「Minerals in
the Earth－大地からの贈り物－」とミニ企画
展示「博物館のまわりで見られる身近な野
鳥」を公開しました。また、企画展「石展２
－かながわの大地が生み出した石材－」の開
催準備を進めました。

第２四半期に引き続き、常設展示の保守・管
理を継続するとともに、10月から11月にかけ
て３本のミニ企画展示「引き裂かれる大
地」、「始祖鳥展」、「高桑正敏氏の足跡」
を開催した他、12月17日からは企画展「石展
２－かながわの大地が生み出した石材－」、
さらに12月24日からは企画展に関連するミニ
企画展示「石の記憶、石の記録～ゾルンホー
フェンの石～」を開催しています。

引き続き常設展示の管理を行いました。企画
展「石展２－かながわの大地が生み出した石
材－」では、歴博と共催により、石材の利用
面での展示を充実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「石の記憶、石の記録～ゾルンホー
フェンの石～」を開催しました。



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

項目 実績・進捗状況

広報事業

特別展のポスターやちらしの作成、発送準備
を進めるとともに、ホームページの掲載内
容、アンケート項目を検討しました。博物館
外構掲示板に特別展の予告看板を掲示しまし
た。

特別展「Minerals in the Earth－大地からの
贈り物－」の広報対象については、鉱物や宝
飾に関わる学校施設や県外の公民館などまで
範囲を広げました。特別展関連行事では、ア
ンケートを積極的に行い、広報効果の検証に
努めました。「展示の見どころ紹介」とし
て、来館者への展示ガイダンスを夏休みの土
曜日に行いました。

歴史博物館との共催となった企画展「石展２
－かながわの大地が生み出した石材－」は、
自然史だけに限らず、地域の石材利用に焦点
をあてた内容のため、周辺市町村への呼びか
けなどを精力的に行いました。

ミューズフェスタのチラシの送付先を見直し､
小田原市のみから足柄上下地区２市８町の公
立小学校・幼稚園の全児童・園児に対象を拡
大しました｡これにより､フェスタの集客増に
繋がりました｡まなびや基金への寄付を呼びか
けるチラシを作成し､配布しました｡これによ
り､寄付の申し出や寄付に関する問い合わせ､
相談を受けることに繋がりました。

項目 実績・進捗状況

資料収集事業

採集、寄贈、購入などにより資料の収集と標
本作製・保管を進めるとともに、データベー
スへの登録を行っています。第１四半期に
データベース化された情報は収蔵資料3,861
点、メディア資料4,003点に達しました。これ
らの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、
特別利用に供していきます。

第１四半期に引き続き、資料の収集と標本作
製・保管を進めるとともに、データベースへ
の登録を行っています。第２四半期にデータ
ベース化された情報は収蔵資料5,489点、メ
ディア資料18,812点に達しました。これらの
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
利用に供していきます。

第２四半期に引き続き、資料の収集と標本作
製、保管を進めるとともに、データベースへ
の登録を行っています。第３四半期にデータ
ベース化された情報は収蔵資料5,570点、メ
ディア資料4,577点に達しました。これらの資
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
用に供していきます。

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28年度に電子台帳化され
た標本資料は38,955点、アーカイブズ資料は
35,233点でした。その結果、当館の資料は
890,449点（数字はレコード数；図書を除く）
に達しました。また、当該年度に利用された
資料は属性を含めて17,408点に達しました。



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、「集める（資料収集、資料保管）」、
「調べる（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「Minerals
in the Earth－大地からの贈り物－」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「Minerals in the Earth－大地からの贈り物－」、企画展
「石展２－かながわの大地が生み出した石材－」、ミニ企画展示を開
催しました。広報については、特別展は関係する施設に、企画展は周
辺市町村に、それぞれ内容に合わせて案内を行いました。

博物館の基本的な活動を継続的に進めました。常設展示の管理と企画
展「石展２－かながわの大地が生み出した石材－」、「子ども自然科
学作品展」、ミニ企画展示を開催しました。調査研究事業では、神奈
川県立博物館研究報告第46号（自然科学）及び神奈川自然誌資料第38
号のほか、神奈川県立博物館調査研究報告第15号（自然科学）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。

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。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。また、得られた成
果を、特別展や企画展、各種行事に活かすよう努めました。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。

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「Minerals in the Earth－大地からの贈り物－」、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
「石展２－かながわの大地が生み出した石材－」の開催準備を進めま
した。


