
米子市長　野坂　康夫　様

一般財団法人　米子市文化財団

米子市末広町293

理事長　杉原　弘一郎 ㊞

1 建物及び設備、備品管理など 別紙１のとおり

(1)

備品の維持管理に努めた。

（2)   日常の館内外清掃及び除草作業をおこない、敷地内全体が清潔に保たれる

よう努めた。

2 市民サービスの向上及び運営

(1)   米子市美術館特別展及び常設展との相互割引、鳥取県ミュージアム・ネット

割引を図った。

(2) 　 寄贈資料についての問合せに迅速に対応し、26年度に引き続き、寄贈資料

の記録、目録作成・登録を順次おこなった。

(3)    写真集『写真が語る米子の歩み』の刊行をおこなった。

(4)    企画展開催期間中の祝日の翌日の休館日を開館とすることで、観覧者の利便

管理業務の実施状況
性を図りながら利用促進に努めた。

(5)    市内・外の小学校の校外学習等のために、開館時間外も適宜対応し、施設の

利用促進と教育活動の場の提供を図った。

(6)    館蔵品の貸出・利用許可等については、個人情報保護等を配慮しながらスム

ーズ且つ迅速に対応し、利用者の平等な利用に努めた。

(7)    幅広い展覧会事業や講演会・鑑賞事業などを、県内外の公的機関等と連携し

て開催し、民俗芸能と音楽のコラボレーション等、目と耳で楽しめる歴史情報の

発信をおこなった。

１ 平成27年度入館者数は9,927人。内企画展観覧者は5,573人であった。

企画展は6回開催し、通年を通して観覧者の来館が得られた。

2 施設の利用状況は別紙2のとおり

名　　　　称

報告者

代表者氏名

所　 在　 地

使用料（利用料金）
の収入実績

平成２8年４月２８日

   日々の目視確認をおこない、管理記録を適切に記録・保管し、建物及び設備、

ワーク加盟館の相互割引を導入し、米子市美術館及県内他施設との連携の

施設の利用状況

施設の収入状況は別紙2のとおり

平成２７年度米子市立山陰歴史館の管理業務に関する事業報告書



別紙１

管理業務の実施状況

1  　施設管理業務

旧庁舎電気設備法定点検

貯水槽修繕、男子トイレ壁掛け修繕　定期清掃（第２回）

2階中央ローカ蛍光灯本体の取替修繕　定期清掃（第3回）

夜間機械警備業務、日常清掃業務、電気設備点検

2 　事業の実施状況

施設の利用状況 開館日数（常設展）307日、  企画展展示日数　210日

総入館者数　9,927人

男子トイレ詰りの修繕、庭木剪定

２月

１月
貯水槽修繕、消防設備定期点検(第2回)、消防訓練(第2回）、文化財施設消防立入検査

１２月

５月

４月

2階中央展示室蛍光灯交換修理６月

１０月

８月

庭木剪定、貯水槽清掃点検 

３月

１１月

実施月

７月

主な事項

警備機器の保守点検（バッテリー交換）、庭木防虫作業、定期清掃（第1回）、
消防設備定期点検(第1回）、消防訓練(第1回）

毎月

庭木剪定

９月



別紙2

主催事業報告　

開催日 入館者数  (人）

8,722

米子錦ライオンズクラブ助成事業  　 4/1（水）

第41回郷土の歴史教室 ～ [44]

奥出雲たたらの歴史を知ろう！参加児童作品展 4/5（日）

4/25（土）

もっと知りたい！　米子城Vol.4 ～ [1,196]
6/21（日）

戦後70年　 7/18（土）

戦争の記憶～次世代に語り継ぐ～ ～ [1,386]
8/30（日）

新米子市誕生10周年記念 9/19（土）

淀江の歴史を編む ～ [838]

11/29（日）

図書館2階市民ギャラリー展 10/1（木）
もっと知りたい！米子城関連事業 ～

　米子城展 10/11（日）

新米子市誕生10周年記念 28/1/23（土）

写真が語る米子の歩み ～

3/27(日)

（公財）ごうぎん鳥取文化振興財団助成事業

第13回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート2015参加事業

第71回米子市秋の文化祭参加事業

米子歴史絵巻～巻之四～

企画展 もっと知りたい！　米子城Vol.4関連事業　

尼子氏・毛利氏の攻防と伯耆国

企画展 もっと知りたい！　米子城Vol.4関連事業　

江戸時代の鳥取藩の女性たち 6/6（土） 86
　～県史ブックレット　「武家の女性・村の女性」より～

企画展 もっと知りたい！　米子城Vol.4関連事業　

米子城跡ガイドウォーク

企画展 淀江の歴史を編む関連事業

①淀江・発掘・総集編 10/3（土） 46

②幕末維新期の淀江

もっと知りたい！米子城関連事業

米子の城と米子のまち

もっと知りたい！米子城  Ｖoｌ. ４関連事業　 7/4・18（土）

米子城跡ガイドウォーク　 11/15・29（日）

平成27年度　米子錦ライオンズクラブ助成事業　

第42回郷土の歴史教室　 平和学習

　戦後70年太平洋戦争から歴史を学ぶ
　 ～大和ミュージアム・てつのくじら館～

学校・公民館対応など　出前講座 93

体験学習受け入れ ［1,090]

博物館実習・職場体験受け入れ 4件

財団連携事業　　こども夏休み体験ツアー　 7/23・27 [42]

調査・整理・研究・保管 資料の調査・整理・研究をし、その成果を発表した。

資料の目録作成をおこなった。
鳥取県史編さん事業　古文書解読ボランティア月例会 134

資料貸出 37件 資料の貸出をおこなった。（135点）

歴史館だよりの発行/ホームページの作成・更新 史・資料の紹介やイベント情報の提供などをおこなった。

問合せ対応

友の会の運営  理事会及び総会の開催 5/18・23

              研修会「因幡路をめぐる」 10/21（水）

図書等販売    紀要の発行など 通年

27年度 9,927 [  ]の重複観覧者数の人数は除く

収入実績 （円）

観覧料

冊子などの収入

図書等販売収入

図書等売捌き手数料

資料利用料

補　助　金　等　収　入

雑　収　入

コピー代

備　　　　考

437,150

西伯耆の戦国時代の様子を尼子・毛利の合戦の歴史から学ぶ機会
を提供した。

地方に残る方言で語られるむかし話を楽しむ機会とした。

淀江の町の古代から中世までの歴史と、江戸時代、幕末の動乱期
の淀江の歴史を学ぶ機会を提供した。

10/4（日） 106

身近にある史跡やその伝説、逸話を学び観光情報の発信や史跡の
保存活用の意識の啓発へつなげるためのシリーズの第4弾。米子市
文化ホールと連携して解説を取り入れながらオカリナ演奏と荒神
神楽の舞を披露した。

1305/23（土）

米子城の規模や米子城下の町割りなどを、現地を訪ねて学ぶ機会
を提供した。

6/20（土）

合　　　計

項　　　　目

事　業　収　入

 累   計

991,134

8,360

999,494

資
料
の
保
存

・
活
用
事
業

45,014

4,000

0

8,360

合　　　　計

10/10（土）

104,800

47

205

400,170

138

59

事　　業　　名

常
設
展

米子城、米子の農家の昔のくらし、西田税、
昭和の小学校、昔の道具、子どもの遊び 通年

鑑
賞
事
業

戦後70年にあたる今年は、呉市にある「大和ミュージアム」や
「てつのくじら館」を訪ね、太平洋戦争の歴史を知ることで、平
和の大切さについて学ぶ機会を提供した。

―

連
携
事
業

企
画
展

[2109]

内　　　　容

米子の古代から現代までの通史を展示する。各部屋の展示を巡る
ことで、当時の生活の様子や産業など、人々の息吹を感じていた
だく機会を提供した。

米子城築城に携わった人々や歴代の城主、家臣に関する資料をご
覧いただいた。

戦後70年を迎え、太平洋戦争の歴史や戦争の悲惨さ、平和の大切
さについて学ぶ機会を提供した。

鳥取藩の江戸時代の女性の姿を通して、藩政史の中に現れた鳥取
の女性の歴史を紹介機会を提供した。

学芸員が歴史館資料や調査資料の解説をおこなった。

米子城の規模や米子城下の町割りなどを、現地を訪ねて学ぶ機会
を提供した。

淀江町の歴史を再認識していただくと共に、郷土の良さを知って
いただく機会を提供した。

米子の建物の建築写真をとおして、米子の街にある建物の歴史を
紹介する機会を提供した。

たたら製鉄の歴史を現地御体験をとおして学習した成果の「絵
図」をご覧いただく機会を提供した。

財団の受託施設を活用して、多くの市民に米子城の歴史を知る機
会を提供した。

通年

情
報
提
供
事
業

米子市史などの問合わせに対応し、情報の提供をおこなった。

会の運営の手助け、研修会の実施など。

委託図書・図録・紀要などの販売をおこない収入の一助とした。

387/30（木）

福米西小3年出前事業(1校/93人）

鳥取県史編さん資料解読の事業支援をおこなった。 

民話の部屋

教
育
普
及
事
業

通年

123

市内外の小学校3年生及び中学生を受け入れた。(23校)

博物館実習（0件）・職場体験受け入れ（4件/5人）

財団の管理・受託施設が連携をし、事業をおこなった。

講
演
会
・
講
座
・
ウ
ォ
ー

ク
な
ど

米子城の規模や米子城下の町割りなどを座学で学ぶ機会を提供し
た。



金　　額 金　　額
　指定管理料収益 21,635,000 人件費 13,681,212

館長（1人：非常勤）

副館長(1人）

　事業収益 991,134 学芸員（1人）

　　（内訳） 受付（3人）

　 企画展収入 677,850
その他の事業収入 313,284

施設費 5,568,596
　雑収益 8,360 旅費交通費 0

通信運搬費 199,357
手数料 17,874
広告料 0

　財団繰入金 860,414 消耗什器備品費 31,104
消耗品費 641,502
修繕費 388,800
印刷製本費 53,020
燃料費 266,038
光熱水料費 954,475
　電気代

　水道代・下水道代

賃借料（リース関係） 868,814
保険料 0
租税公課 1,118,500
支払負担金 7,000
委託費 1,022,112
　清掃委託

　外構植栽手入

　警備費

　消防用設備機器保守点検費

　高架水槽保守点検費

雑費 0
施設事業費 3,002,100

臨時雇賃金 274,500
旅費交通費 74,932
通信運搬費 29,177
消耗品費 601,863
印刷製本費 637,739
食糧費 17,344
保険料 35,190
賃借料 273,728
諸謝金 77,958
委託費 942,439
支払負担金 37,230

事務局費 1,243,000
23,494,908 23,494,908

米子市立山陰歴史館の管理業務の実施に係る収支状況（平成27年度）
収　入　（円） 支　出　（円）

項　　　目 項　　　目

合　　　計 合　　　計


