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明石市立文化博物館の管理運営状況(平成２８年度）について 

 

平成１９年４月から指定管理者制度を導入した文化博物館について、平成２８年度における指定

管理者による管理運営状況を報告します。 

 

１ 指定管理者 

（1）指定管理者 小学館集英社プロダクション・鹿島建物共同事業体 

（2）指定期間 平成２８年４月 1日～平成３３年３月３１日 

（3）指定管理料 
協定締結額  １４０，５００千円 

（参考：平成２７年度 協定締結額 １６０，２５７千円） 

（4）管理体制 

・館長１人 

・事務局長１人 

・職員８人 

・合計１０人 

 

 

２ 評価項目 

（１）顧客満足度について 

①アンケート調

査等の実施状

況  

＜展覧会アンケート（４月～３月実施）＞ 

・展覧会の観覧者対象 

【特別展満足度】 

【企画展満足度】 

展覧会名 回答数 
非常に 

満足 
満足 普通 不満足 

非常に 

不満足 
無回答 

石田一二展 316 52.5% 26.2% 18.8% 2.5% 0.0% 0.0% 

発掘された明石

の歴史展 ２４４ 18.9% 50.0% 27.9% 2.0% 0.0% 1.2% 

明石藩の世界
Ⅳ １９３ 23.8% 46.1% 18.1% 3.1% 1.1% 7.8% 

くらしのうつりか
わり展 ２２ 63.6% 18.2% 0.0% 4.5% 0.0% 13.7% 

 

展覧会名 回答数 
非常に 

満足 
満足 普通 不満足 

非常に 

不満足 
無回答 

生頼範義展 ３９９ 66.7% 14.5% 1.8% 1.5% 0.2% 15.3% 

江戸の遊び絵づ

くし展 
２０６ 54.4% 28.6% 13.6% 1.5% 1.5% 0.4% 

艶美の競演展 ４８ 4.2% 77.0% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

市民生活局文化・スポーツ室文化振興課 
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①アンケート調

査等の実施状

況  

＜貸館利用者アンケート（４～３月実施）＞ 

・貸館利用者対象 回答数 ５３件 

質問項目 満足 
どちらとも 

いえない 
不満 無回答 

総合的 

満足度 ８３．０％ ３．８％ ０．０％ １３．２％ 

 

質問項目 
非常に 

良い 
良い 普通 良くない 

非常に 

良くない 
未記入 

職員対応 ６２．３% ２０．７% ３．８% ０．０% ０．０% １３．２% 
 

②利用者からの

主な苦情とそ

の対応等 

・トイレに乳幼児用のベビーシートが無いので不便だという声があり、１、２階

身障者用トイレに各１台（計２台）設置した（３月実施）。 

所管課コメント 

・アンケート結果から、展覧会、貸館利用、職員対応に、満足している来館者

の割合が７５％を超えており、展示や貸館利用について概ね満足いただい

ているようである。 

・貸館利用者アンケートにおいては、前年度に比べ、全ての項目において評

価が向上している。 

・苦情については、市と協議の上、適切に対応を行っている。 

（２）事業達成度について 

①事業・業務の

実施状況  

＜運営業務＞ 

  開館日 ３３１日 （Ｈ２７年度 ３３３日） 

前年度に引き続き開館時間を延長（通常１８時３０分まで） 

特別展１２１日間、企画展１２５日間、常設展８５日間 

休館日の月曜日が祝日・休日の場合は開館 

特別展及び特別企画展、「くらしのうつりかわり展」期間中、通常休館

日の月曜日を開館 

館内燻蒸作業による臨時休館日２日 
 

＜維持管理業務＞ 

専門的視点による日常管理や清掃、毎月の法令点検等の実施 

外部階段補修作業、駐車場車止め取換え工事、ガスタービン発電

設備始動・制御用蓄電池更新等（３２件） 
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①事業・業務の

実施状況  

 

 

 

＜自主事業＞ 

特別展３回、企画展４回の計７展覧会を実施 

 （Ｈ２７年実績 計７展覧会） 

特別展 

 

４月１６日～５月２９日 「生頼範義展」 

（観覧者数９，９０３名） 

７月２３日～９月４日 「江戸の遊び絵づくし展」 

（観覧者数１０，３８１名） 

１月４日～２月５日 「艶美の競演展」 

（観覧者数８，３９２名） 

企画展 

６月１１日～７月１０日 「石田一二のみた風景」 

（観覧者数２，０７７名） 

９月１７日～１０月１６日 「明石藩の世界Ⅳ」 

（観覧者数２，４２２名） 

１１月３日～１２月４日 「発掘された明石の歴史展」 

（観覧者数２，４１６名） 

２月１５日～３月２２日 「くらしのうつりかわり展」 

（観覧者数８，６９３名） 

・シンポジウム(２回 参加者１４０名) 

・作品解説・ギャラリートーク (21回 参加者５７６名) 

・ロビーコンサート(１回 参加者１２４名) 

・ワークショップ(８回 参加者１７９名) 

・着付け・機織（４４日 参加者１３６名） 

・ボランティア活動 (年間活動延べ７４２名) 

・博物館ニュースの発行(２回)、博物館だよりの発信(No．478-No．494) 

・トライやる・ウィークの生徒受入れ（８校１０名） 

・博物館実習の学生受入れ（６名） 

・常設展示室への展示ケースの設置・活用 

 

＜その他業務＞ 

・広報、宣伝業務（５４０件） 

・利便施設（レストラン、清涼飲料水自動販売機）の運営 

②施設等の利用

状況 

＜観覧者数＞ 

４６，８１９人  （Ｈ２７ ５３，２２０人） 

※ 貸館入場者数は含まず 

＜ギャラリー・大会議室の利用状況＞ 

 
入場者数 

(自主事業観覧者は含まず) 
稼動率 貸館利用件数 

ギャラリー 
１９，９１６人 

(H２７ ２７，９０９人) 
９３．３％ 

 (H２７ ８９．７%) 

２６件 

(H２７ ２５件) 

大会議室 
５，９０６人 

(H２７ ４，３８３人) 

６４．６％ 
 (H２７ ６４．２%) 

３０件 

(H２７ ４２件) 
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所管課コメント 

・概ね適正に運営が行われている。 

・休館日の開館継続により、平成２８年度は３３１日の開館となっており、高い

サービス水準が維持されている。 

・施設維持管理については、日常点検や定期点検により発見された不具合

箇所を、計画的に修繕している。 

・展覧会については、各特別展及び企画展において、目標設定人数を下回

った。次年度はさらに地域特性、市民ニーズを把握しての事業展開が必要

である。 

・展覧会毎に子ども向けイベントを実施し、「ぶんぱく探検クイズ」を通年実施

するなど、子どもの来館促進を図った点は評価できる。 

・夏季特別展の初日には無料開館を行い、来館の促進に努めた。 

・貸館業務については、ギャラリー・大会議室ともに稼働率が増加している。 

・常設展示の魅力を高める取り組みとして、定期的に展示替えできるコーナ

ーを設けるなどの工夫が見られる。 

・ボランティア活動については、延べ活動人数が前年に比べ大きく減少して

いる。地域の人材を活用する工夫が必要。 

・広報・宣伝については、神戸新聞、ＮＨＫ等のマスメディアを始め、地域密

着型のミニコミ紙、Web 媒体により情報発信を積極的に展開している。夏季

特別展に際しては、市内の幼稚園・保育園、神戸市内の小中学校、県内の

市立中学校・高校へもポスター・チラシの配布を行い、来館の促進を図って

いる。またＳＮＳ（Twitter、Facebook）も開始しているため、さらにきめ細や

かな情報発信が期待できる。 

（３）事業収支について 

①収支状況 

＜収支状況＞ 

収入総額 １６１，８８２千円 
指定管理料 139,243千円、使用料 2,755千
円、観覧料 11,508千円、その他 8,376千円 

支出総額 １６６，５７９千円 

人件費 43,982千円、事務費 4,123千円、管
理費 54,184千円、物件費 3,924千円、負担
金 70千円、事業費 57,585千円、その他
2,711千円 

収  支 －４，６９７千円  
 

②使用料等の収

入状況 
使用料・観覧料収入 １４，２６３千円 （Ｈ２７ １５，５８７千円） 

所管課コメント 

・収支状況については、適正に処理されている。 

・使用料・観覧料収入が前年度（前指定管理者）に比べて１，３２４千円減少

している。収入減の要因分析、事業実施結果の検証を行った上での対策が

必要である。 
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３ その他評価の参考となる特記事項 

・１０月より「シニアいきいきパスポート」提示で入館料無料になり、高齢者の来館者数が増加。 

・子ども向けの図書コーナーの設置。 

・他館の展覧会の見学など、企画研究・人材育成に積極的に取り組んでいる。 

・安全についての取り組みでは、「防犯・防災対策マニュアル」「非常時災害マニュアル」「緊急地

震速報利活用マニュアル」に基づき危機管理体制を構築している。 

 

 

４ 所管課総合評価 

・観覧者数については年間４６，８１９人で平成２７年度の５３，２２０人に比べて減少している。

展覧会の企画はもとより、常設展示の更新、体験学習室の活用などにも工夫が必要。 

・地域に親しまれる取り組みや多数の子ども向けイベントを実施し、「だれもが気軽に立ち寄れ

る博物館」を目指し、来館者の新規獲得に注力した点は評価できる。 

・施設の修繕、備品の整備については、計画的に行われている。 

・収支状況については赤字となっているため、若者向けの展覧会の企画、親子イベントの実施、

など、有料入館者数増の対策が必要である。 

・貸館業務については、利用者から高い評価を得ている。また、職員態度や特別展、企画展の

アンケートでも高い評価がされており、適正な業務を行っている。 

 

以上のことから平成２８年度における指定管理者による管理運営については、適正に行われ

ていると判断する。 

 


