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明石市立文化博物館の管理運営状況(平成２６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２６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 神戸新聞事業社・神戸新聞地域創造・ＮＨＫプラネット共同事業体 

（2）指定期間 平成２５年４月 1日～平成２８年３月３１日 

（3）指定管理料 
協定締結額  １６１，０３３千円 

（参考：平成２５年度 協定締結額 １５６，１００千円） 

（4）管理体制 

・正社員５人 

・正社員以外１４人（契約職員８人、委託業務従事者６人） 

・合計１９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 

岩合光昭写真展

「ねこ」 
94 73.4% 21.3% 2.1% 0.0% 1.1% 2.1% 

池内艸舟・山口

南艸展 
26 46.2% 38.5% 7.7% 3.8% 0.0% 3.8% 

明石藩の世界Ⅱ 8 62.5% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 
発掘された明石
の歴史展 149 18.1% 47.7% 26.8% 2.7% 1.3% 3.4% 
くらしのうつりか
わり展 30 53.4% 13.3% 30.0% 3.3% 0.0% 0.0% 

 

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 

絵画でめ ぐる 

京都・美の探訪 
156 54.5% 32.0% 5.8% 0.6% 1.3% 5.8% 

エッシャー１００

選 
187 49.7% 41.7% 3.2% 0.6% 1.6% 3.2% 

文化・スポーツ部文化振興課 
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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 80件 

設問 満足 
どちらとも 

いえない 
不満 無回答 

設備 ８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ 

使い心地 ９０．０％ ８．８％ ０．０％ １．２％ 
総合的 

満足度 ８７．５％ １２．５％ ０．０％ ０．０％ 

 

 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 ５７．５％ ３６．３％ ５．０％ １．２％ ０．０％ ０．０％ 
 

②利用者からの

主な苦情とそ

の対応等 

・敷地内を禁煙にするように要望があり、検討の結果、９月から周知を行っ

て、１１月から敷地内禁煙を実施した（８月） 

・文化博物館の一室を市が使用することになり、文化博物館のボランティア

に活動場所変更の説明を行ったが、より具体的な説明を求める声が上が

り、急遽市側も出席の上説明会を実施し、理解を得た。（１１月） 

・来館者が怪我をした際に、応急処置や受診の付添いといった対応は適切

に行ったにもかかわらず、その後の接遇対応を誤ったことでクレームに発

展させてしまった。３月には接遇研修を実施し、接遇向上を図った。（２月） 

所管課コメント 

・展覧会アンケートの回答数が前年に比べ大きく減少しており、アンケート実

施方法の改善が必要である。 

・貸館利用者アンケートにおいては、前年に比べ、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、大きな影響のあるものが見受けられた。指定管理者も接

遇研修を実施するなど、今後の改善対応を行っている。 

 

（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 ３３２日 （Ｈ２５年度 ３３３日） 

開館時間を延長 

・閉館時間 通常１８時３０分  

 （直営時１７時００分、第１期 １７時３０分、第２期１８

時３０分） 
 

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」期間中は通常休館

日の月曜日を開館 
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①事業・業務の

実施状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

（施設担当職員１人、委託業務従事者６人体制） 

受付北側梁受構造体製作及び取付工事、エレベーター制御盤マイ

コンラック取替工事、ロビー北ＬＥＤ照明器具更新工事等（４０件） 

＜自主事業＞ 

特別展２回、特別企画展１回、企画展４回の計７展覧会を実施 

 （Ｈ２５年実績 計８展覧会） 

特別展 

４月１２日～５月２５日 「絵画でめぐる 京都・美の探訪」 

（観覧者数１１，４４６名） 

７月１９日～８月３１日 「エッシャー１００選」 

（観覧者数３３，５１１名） 

特別企画展 
１月４日～２月８日 「岩合光昭写真展『ねこ』」 

（観覧者数３３，０２１名） 

企画展 

５月３１日～７月６日 「池内艸舟・山口南艸展」 

（観覧者数２，２８５名） 

９月１３日～１０月１３日 「明石藩の世界Ⅱ」 

（観覧者数２，５３６名） 

１１月１日～１２月７日 「発掘された明石の歴史展」 

（観覧者数２，３４７名） 

２月１５日～３月２２日 「くらしのうつりかわり展」 

（観覧者数８，７５９名） 

・講演会、シンポジウム(7回 参加者 529名) 

・作品解説、ギャラリートーク (13回 参加者 891名) 

・ロビーコンサート(4回 参加者 501名) 

・ワークショップ(20回 参加者 6,398名) 

・その他イベント（9回 参加者 76名） 

・ボランティア活動 (年間活動延べ 1,276名) 

・寄贈資料の受入れ(9件)、資料貸出・利用(22件) 

・展示資料の購入(2件 「播磨国絵図」1点、橋本関雪「馬上人物」1点) 

・博物館資料の保護（3件 黒田家家紋入り裃修復 他） 

・収蔵資料のデータベース化（入力件数 917件、写真撮影 6,781点他） 

・レファレンス 32件 

・博物館ニュースの発行(4回)、博物館だよりの発信(No422-No.448) 

・トライやる・ウィークの生徒受入れ（9校 10名） 

・博物館実習の学生受入れ（9大学15名）、初任者研修の受入れ（教諭4名） 

・「明石公園の植物観察会」、「明石公園の野鳥観察会」の開催 

・「親子でつくる夏休み新聞」の実施 

・「ないと講座」（明石文化芸術創生財団主催）2回（参加者合計 65人） 

・常設展示室への展示資料追加 

＜その他業務＞ 

・広報、宣伝業務（ニュース・リリース送付先 107社） 

・利便施設（レストラン、清涼飲料水自動販売機）の運営 
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②施設等の利用

状況 

＜観覧者数＞  

９５，６３８人  （Ｈ２５ ８５，９０７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 
２６，１９５人 

(H25 27,511人) 
８１．７％ 

 (H25 87.9%) 

２８件 
(H25 25件) 

大会議室 
４，３１５人 

(H25 2,582人) 

５８．７％ 
 (H25 60.0%) 

５７件 
(H25 42件) 

 

所管課コメント 

・事業計画どおりに適正な運営や維持管理が行われている。 

・展覧会の準備及び実施のために、担当学芸員の超過勤務時間数が増えて

おり、最大で年間２５９時間となっているため、削減の取り組みが必要であ

る。 

・休館日の開館継続により、平成２６年度は３３２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、日常点検等により発見された不具合箇所を順

次修繕している。昨年度からの懸案である受付北側梁受構造体製作及び

取付工事についても、６月末に完了を見た。 

・展覧会については春季特別展「絵画でめぐる 京都・美の探訪」が見込み

の半数程度の観覧者数となったが、夏休み特別展「エッシャー１００選」及

び新春特別企画展「岩合光昭写真展『ねこ』」が大きく観覧者数を伸ばし、

いずれも３万人を超える集客となった。 

・展覧会毎に子ども向けイベントを実施した他、「ぶんぱく検定」や親子で参

加できるイベントを開催し、好評を得た。 

・常設展示室に新たに展示ケースを設置し、展示資料の追加を行ったこと

で、常設展示の充実が図られた。 

・明石工業高等専門学校との連携により、子ども向けワークショップや通期

参加型のワークショップを実施し、多数の参加があった。 

・新春特別企画展の際、ねこの写真の提示による割引と、その写真を貼り出

す企画を実施し、多数の利用者があった。 

・ボランティア活動については、くらし展グループの活動人数増加や通期ワ

ークショップの対応により、延べ活動人数が大きく増加した。 

・収蔵資料のデータベース化については、歴史資料を中心にデータの修正

や再確認も含めて実施し、着実な進捗を見た。 

・貸館業務については概ね順調に実施されている。ギャラリー・大会議室とも

に利用件数は増加しているが、利用期間の短縮や、ギャラリーの半室利用

の増加等により稼働率は減少している。 

・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おり、特に

展覧会以外のイベント等での露出が増加している。また、プレチラシの作成

による早期広報を行い、成果を上げている。 
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（３）事業収支について 

①収支状況 

＜収支状況＞ 

収入総額 ２１３，５８４千円 
指定管理料 160,980千円、使用料 3,643千
円、観覧料 37,926千円、その他 11,035千
円 

支出総額 １９０，０１１千円 

人件費 63,360千円、事務費 3,715千円、管
理費 55,212千円、物件費 6,683千円、負担
金 70千円、事業費 57,461千円、その他
3,510千円 

収  支 ２３，５７３千円  
 

②使用料等の収

入状況 
使用料・観覧料収入 ４１，５６９千円 （Ｈ２５ ２８，３０７千円） 

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。 

・協定締結額（１６１，０３３千円）は、精算の結果、１６０，９８０千円で決算し

た。 

・観覧料収入及びその他収入の増加により、前年度に比べ収益が７，３８１

千円増加している。 

 

３ その他評価の参考となる特記事項 

平成２４年４月より導入した年間観覧券「ぶんぱくパスポート」の販売枚数は１１５枚で、前年

実績の１４１枚を下回った。 

兵庫県博物館協会研修会や兵庫県高等学校教育研究会芸術部会芸術三科合同研究会、次

年度展覧会や他館連携のための見学など、人材育成・企画研究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。また、６月２４日、１２月１

６日に防火訓練を実施した他、職員２名が市民救命士講習を受講した。 

 

４ 所管課総合評価 

観覧者数については年間９５，６３８人で、過去最高であった平成２３年度の１３６，０３７人に

次ぐ人数となっている。当時と比較して、特別展の回数が３回から２回に減少したことを考える

と、集客の面では大いに成果を上げたと言える。 

また、観覧者数増に伴う収益増加を受け、指定管理料以外から多額の修繕工事の実施及び

備品の購入を行っており、今後の博物館運営に寄与したことは評価できる。 

大きな影響のある苦情を招いた点については改善の余地があり、指定管理者自身も接遇研

修を実施するなど、対策を講じている。 

子ども向けのイベントを多数実施したことは評価できる。また、普段来館の少ない年齢層の観

覧者を増やしたことは評価でき、その成果を次年度以降に活かすことが期待される。 

施設の修繕、備品の整備については、計画的に行われており、長期間に渡る工事についても

適切に実施された。 

収支状況については、計画を大きく上回る収益を上げている。 

以上のことから平成２６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。  


