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明石市立文化博物館の管理運営状況(平成２７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２７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  １６０，２５７千円 

（参考：平成２６年度 協定締結額 １６１，０３３千円） 

（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 

ちひろと世界の

絵本画家たち 
316 46.5% 35.8% 6.0% 2.9% 0.3% 8.5% 

新収蔵品展 19 31.6% 42.1% 26.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

発掘された明石

の歴史展 195 15.4% 54.9% 24.6% 0.5% 2.0% 2.6% 

明石藩の世界Ⅲ 105 31.4% 40.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 

くらしのうつりか
わり展 45 33.4% 42.2% 8.9% 2.2% 0.0% 13.3% 

 

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 

日本近代洋画へ

の道 
276 46.4% 41.3% 8.0% 0.7% 0.4% 3.2% 

橋本海関・関雪

展 
243 37.0% 44.5% 7.4% 2.5% 0.0% 8.6% 

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 61件 

設問 満足 
どちらとも 

いえない 
不満 無回答 

設備 ９３．４％ ６．６％ ０．０％ ０．０％ 

使い心地 ９１．８％ ８．２％ ０．０％ ０．０％ 
総合的 

満足度 ９１．８％ ８．２％ 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 ６０．７％ ３２．８％ ６．５％ ０．０％ ０．０％ ０．０％ 
 

②利用者からの

主な苦情とそ

の対応等 

・座幅の広い車いすも設置するよう要望があり、購入・設置した。（５月） 

・天文科学館から文化博物館への順路の地図が分かりにくいとの苦情があ

り、天文科学館が詳細な順路図を作成した。それに伴い、文化博物館から

天文科学館への同様の順路図を作成した。（１２月） 

所管課コメント 

・展覧会アンケートの回答数は前年に比べ増えており、回収方法の改善が

見られる。満足度については、前年ほど高い展覧会が無い一方、低い展覧

会も無くなっており、平均的に高い水準となっている。 

・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、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 ３３３日 （Ｈ２６年度 ３３２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、1 月４日は

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） 

エレベーターインバーター・ブレイキングユニット更新工事、北玄関

ホール屋上屋根北側半面防水層修繕工事、１階水道給水配管他改

修工事等（３７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 

 （Ｈ２６年実績 計７展覧会） 

特別展 

４月４日～５月１７日 「日本近代洋画への道」 

（観覧者数９，５１５名） 

９月１２日～１０月２５日 「橋本海関・関雪展」 

（観覧者数７，５８８名） 

特別企画展 
８月１日～８月３０日 「ちひろと世界の絵本画家たち」 

（観覧者数２０，３５０名） 

企画展 

６月２０日～７月２６日 「新収蔵品展」 

（観覧者数１，３３８名） 

１１月７日～１２月１３日 「発掘された明石の歴史展」 

（観覧者数２，１７７名） 

１２月２３日～１月３１日 「明石藩の世界Ⅲ」 

（観覧者数２，４１６名） 

２月７日～３月２１日 「くらしのうつりかわり展」 

（観覧者数８，４３４名） 

・講演会、シンポジウム等(10回 参加者 607名) 

・作品解説・ギャラリートーク (26回 参加者 1,461名) 

・レクチャーコンサート、ロビーコンサート(4回 参加者 214名) 

・ワークショップ(17回 参加者 751名) 

・その他イベント（8回 参加者 1,206名） 

・ボランティア活動 (年間活動延べ 945名) 

・寄贈資料の受入れ(14件)、資料貸出・利用(18件) 

・展示資料の購入(2件 橋本関雪「江雲峡對図」1点 他) 

・博物館資料の保護（3 件 松平家家紋入り裃修復、橋本海関・関雪資料修

復 他） 

・収蔵資料のデータベース化（入力件数 992点、写真撮影 2,156点 他） 

・レファレンス 27件 

・博物館ニュースの発行(4回)、博物館だよりの発信(No449-No.477) 

・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（8大学 8名） 

・「明石公園の野鳥観察会」の開催 

・「ないと講座」（明石文化芸術創生財団主催）2回 

・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（ニュース・リリース送付先 105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＞  

５３，２２０人  （Ｈ２６ ９５，６３８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 
２７，９０９人 

(H26 26,195人) 
８９．７％ 

 (H26 81.7%) 

２５件 
(H26 28件) 

大会議室 
４，３８３人 

(H26 4,315人) 

６４．２％ 
 (H26 58.7%) 

４２件 
(H26 57件) 

 

所管課コメント 

・概ね適正に運営が行われている。 

・業務分担の見直しにより、一部職員に集中していた負担軽減が図られてい

る。 

・常勤が難しくなった学芸員が生じたが、業務を補完するアルバイトを採用

し、適切に対応している。 

・学芸員の退職に伴い、後任採用までの間欠員が生じた。 

・休館日の開館継続及び 1 月４日の臨時開館により、平成２７年度は３３３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、夏休み特別企画展「ちひろと世界の絵本画家たち」は

計画された観覧者数を上回ったが、春季特別展「日本近代洋画への道」、

秋季特別展「橋本海関・関雪展」が計画の半数に満たない観覧者数となっ

た。 

・秋季特別展は学芸員の調査研究に基づく特別展であり、これまで取り上げ

られてこなかった地元作家を題材としたことで反響も大きかった。資料寄贈

の申し出も多数寄せられ、さらなる調査研究、成果の還元に繋がるという

サイクルが成立しており、高く評価できる。 

・展覧会毎に子ども向けイベントを実施した他、「ぶんぱく探検クイズ」を通年

実施し、好評を得た。 

・常設展示の魅力を高める取り組みとして、常設展示室に新たに展示ケース

を設置し、定期的に展示替えできるコーナーを設けたことは評価できる。 

・天文科学館、県立図書館、市立図書館との連携で子ども対象のワークショ

ップを開催し、広がりのある取り組みとなったことは評価できる。 

・１月４日の臨時開館日を無料開館とし、「新春邦楽のしらべと昔あそび体

験」を実施して、地域に親しまれる催しとしたことは評価できる。 

・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、例

年並みの人数となっている。 

・収蔵資料のデータベース化については、歴史資料を中心に業務を実施して

おり、概ね順調に推移している。 

・貸館業務については、ギャラリー・大会議室ともに利用件数は減少している

が、展覧会等の長期間の利用が増加したため、稼働率は前年実績を上回

っている。また、展示用パネルやロビーチェアー等の備品購入を行い、需要

に対応できる体制を整えている。 

・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
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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。夏休

み特別企画展に際しては、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

を図った。 

 

（３）事業収支について 

①収支状況 

＜収支状況＞ 

収入総額 １８１，２０２千円 
指定管理料 160,243千円、使用料 2,628千
円、観覧料 12,959千円、その他 5,372千円 

支出総額 １７２，７２８千円 

人件費 65,386千円、事務費 3,641千円、管
理費 48,844千円、物件費 2,754千円、負担
金 60千円、事業費 48,083千円、その他
3,960千円 

収  支 ８，４７４千円  
 

②使用料等の収

入状況 
使用料・観覧料収入 １５，５８７千円 （Ｈ２６ ４１，５６９千円） 

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（１６０，２５７千円）は、精算の結果、１６０，２４３千円で決算し

た。 

・観覧料収入及びその他収入が前年度に比べて大きく減少しており、収益も

１５，０９９千円の減少となった。 

 

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」の値下げを実施したが、販売枚

数は１０５枚で、前年実績（１１５枚）並となった。 

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１１日、１２月８

日に防火訓練を実施した他、職員３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５３，２２０人で、歴代２番目であった平成２６年度の９５，６３８人に

比べると大きく数を減らしている。秋季特別展は観覧者数が伸びづらいことが計画段階から予

想されており、年間を通して集客数や展覧会の位置付けのバランスを取ることが望まれる。 

一方、秋季特別展として、学芸員の調査研究に基づく展覧会を行い、多数の資料寄贈の申し

出に繋がるなど大きな反響があったことは意義深く、博物館活動として高く評価できる。 

一時的に人員体制に欠員が生じたが、その後の対応は適切である。 

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たことは評価できる。 

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、観覧者数の減少に伴い収入も大きく減少したが、堅調に黒字を確保し

ている。 

以上のことから平成２７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。  


