
米子市長　伊木　隆司　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

(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行い、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)   鳥取県ミュージアム・ネットワーク加盟館の相互割引を実施した。

(2) 　 寄贈資料についての問合せに迅速に対応し、28年度に引き続き、寄贈資料

の記録、目録作成・登録を順次行った。

(3)    企画展開催時に『図録』の刊行を行った。

(4)

管理業務の実施状況

(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)    鳥取県ミュージアム・ネットワーク加盟館である県立博物館・鳥取市歴史博物館・

まなびタウンとうはくと連携し、県民の方々に広く参加いただける事業を開催して

情報の発信に努めた。

3 施設管理業務は別紙１のとおり

１ 平成29年度入館者数は14,654人。内企画展観覧者は3,698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

使用料（利用料金）
の収入実績

平成３０年４月２７日

  日々の目視確認を行い、管理記録を適切に記録・保管し、建物及び設備、

施設の利用状況

施設の収入状況は別紙3のとおり

平成２９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

名　　　　称

   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

性を図りながら利用促進に努めた。

報告者

代表者氏名

所　 在　 地



別紙１

管理業務の実施状況

1  　施設管理業務

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）304日、  企画展展示日数　198日

総入館者数　14,654人

３月

１１月

実施月

７月

主な事項

庭木防虫作業、消防設備定期点検(第1回）、消防訓練(第1回）

毎月

定期清掃（第1回）

９月

４月

６月

１０月

８月

雨樋の修繕、貯水槽清掃点検

庭木剪定、定期清掃（第２回）

２月

１月 玄関欄間硝子窓の修繕、消防設備点検（第2回）、消防訓練（第2回）、文化財施設立入検査

１２月

５月

旧庁舎電気設備法定点検、高置貯水槽水質検査、庭木剪定



別紙2

主催事業報告　

開催日 入館者数  (人）

10,064

米子の神社　～米子市指定有形文化財を中心に～ 4/29（土・祝）

～

5/28（日）

夏の風物詩 ～館蔵品を中心に～ 6/18（日）

～

共催：米子市・米子市教育委員会 8/27（日）
協力：祐生出会いの館、塩川祭り実行委員会

昭和のよなご - 其の一 - 9/24（日）
　 ～ 1,000
共催：米子市・米子市教育委員会 11/26（日）

2018伯耆国「大山開山1300年祭」

ふるきよき時代　 12/10（日）

　　　～館蔵品写真　P遠h澤o利t寛o～ ～ 506

共催：米子市・米子市教育委員会 H30.1/21（日）

協力：鳥取県立公文書館、遠澤宏樹、鹿島美彦、國頭徹夫、
　　  KOMOREBIT、祐生出会いの館

天神さん H30.2/18（日）

共催：米子市・米子市教育委員会 ～ 628

協力：鳥取市博物館・倉吉博物館 3/18(日)

米子市新収蔵資料 H30.3/29（木）

「伝 吉川元春寄進桃形兜」 ～ 42

共催：米子市・米子市教育委員会
6/30(土)

平成29年度とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェクト事業

第6回米子歴史絵巻　伊勢大神楽

共催：米子市教育委員会・とっとりの文化遺産魅力発掘プロ
　　　ジェクト実行委員会・米子市文化ホール

協力：米子市児童文化センター

米子市公会堂市民交流事業　第73回米子市秋の文化祭参加事業
とっとり県民カレッジ連携講座

高木東六の世界 10/21（土） [400]

共催：米子市公会堂

協力：米子市美術館・わらべ館

後援：米子市・米子市教育委員会

「米子の神社　～米子市指定有形文化財を中心に～」関連事業

共催：米子市・米子市教育委員会

鳥取県ミュージアム・ネットワーク連携事業 H30.2/17（土）

史料が語る 鳥取の歴史　「中村記」を読む H30.2/24（土） 50

共催：鳥取県立博物館・鳥取市歴史博物館・琴浦町教育委員会 H30.3/3（土）

助成：鳥取県ミュージアム・ネットワーク

2018伯耆国「大山開山1300年祭」 7/26（水）

第44回 郷土の歴史教室 ～ 41

大山の歴史を知り・学び・体験する夏休み歴史教室 7/27（木）

共催：米子錦ライオンズクラブ・米子市教育委員会　

学校・公民館対応など　出前講座 107

体験学習受け入れ ［865]

博物館実習・職場体験受け入れ    5件

米子市文化財団連携事業　

お仕事チャレンジ大作戦！司書・学芸員コース

米子市文化財団連携事業　

米子市文化財団フェスティバル 11/3（金・祝） ※1,081
当財団管理施設パネル展示 10/28（土）～11/5（日）

資料の調査・整理・研究をし、その成果を発表した。

資料の目録作成を行った。

鳥取県史編さん事業　古文書解読ボランティア月例会 91

資料貸出 61件 資料の貸出を行った。（270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行った。

問合せ対応

友の会の運営  理事会及び総会の開催

              研修会「鳥取県中部歴史研修」

図書等販売    紀要の発行など 通年

29年度 14,654 [  ]の重複観覧者数、※印の人数は除く

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、当時の生活の様子を感じる機会を提供した。

670

852

遠澤利寛寄贈の写真フィルムなどを通して、昭和30年代から40年
代の各地の風物をご覧いただく機会を提供した。

9/2（土） 370

福米西小学校へ出前事業（淀江文化センターと連携して実施）

鳥取県史編さん資料解読の事業支援を行った。

講演「神話と神社と祭りのイ・ロ・ハ
　　　　　～古代出雲の文化に照らして～」

企画展「米子の神社」の関連事業として、神話と神社と祭りにつ
いて学ぶ機会を提供した。

米子城初代城主中村氏の歴史が記された書物を基に、米子城と中
村氏について学ぶ機会を提供した。

大山開山1300年を前に、大山で宿泊体験をしながら自然の中で大
山の歴史について学ぶ機会を提供した。

1205/27（土）

財団の管理・受託施設が連携をし、事業を行った。

内　　　　容

学芸員が歴史館資料や調査資料の解説を行った。

終戦までの昭和のよなごを、資料や写真などで振り返る機会を提
供した。

身近にある史跡を活用した民俗芸能の情報を発信し、観光情報の
発信に繋げる機会を提供した。

地方に残る方言で語られる昔し話を楽しむ機会とした。

米子市出身の音楽家「高木東六」没後十周年の事業として、その
足跡を音楽と講演、展示で紹介し、高木東六について学ぶ機会を
提供した。

菅原道真を祀った天神信仰をもとに全国各地で作られた天神人形
の違いや特徴をご覧いただく機会を提供した。

宗形神社(米子市宗像）に吉川元春が寄進したと伝えられる桃形兜
をご覧いただく機会を提供した。

「夏」にまつわる道具や写真、祐生出会いの館所蔵の明治から昭
和初期の飲料水のポスターなどをご覧いただく機会を提供した。

合　　　　計

14

職場体験受け入れ（3件/13人）

11/22（水）

8/18（金） 20

調査・整理・研究・保管

事　　業　　名

常
設
展

米子城物語、米子の農家の昔のくらし、
昭和の小学校、昔の道具、
明治5年の米子のまち絵図、
太平洋戦争中の米子　　　　　　ほか

通年

企
画
展

民話の部屋

講
演
会
・
講
座
・
ウ
ォ
ー

ク
な
ど

連
携
事
業

教
育
普
及
事
業

通年

情
報
提
供
事
業

米子市史などの問合わせに対応し、情報の提供を行った。

会の運営の手助け、研修会の実施など。

委託図書・図録・紀要などの販売を行い収入の一助とした。

鑑
賞
事
業

共催：米子市・米子市教育委員会
協力：鳥取縣神社廰西部支部、大神山神社、貴布禰神社、
佐陀神社、八幡神社、日吉神社、深浦神社、三輪神社、
宗形神社、和田御崎神社

米子市内の神社が所有する米子市指定文化財をご覧いただく機会
を提供した。

資
料
の
保
存
・
活

用
事
業

通年

79

市内外の小学校3年生及び中学生を受け入れた。(19校)



別紙3 

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 6,180

64,600

13,340

180,600

備　　　　考

229,900

項　　　　目

事　業　収　入

 累   計

494,620



  様式第3号（第3条関係）

金　　額 金　　額

　指定管理料収入 20,512,000 人件費 13,262,521

館長（1人：非常勤）

副館長(1人）

　事業収入 494,620 学芸員（1人）

事務員（1人）

　 企画展収入 229,900 受付員(2人)

その他の事業収入 264,720

施設費 5,526,339

　補助金等収入 36,855 通信運搬費 203,552

手数料 39,800

　雑収入 16,650 消耗什器備品費 93,096

消耗品費 545,873

修繕費 130,140

印刷製本費 32,450

　財団繰入金 318,984 燃料費 377,988

光熱水料費 924,809

　電気代

　水道代・下水道代

賃借料（リース関係） 1,016,012

租税公課 1,105,000

支払負担金 35,507

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

施設事業費 1,691,249

鑑賞事業 1,395,166

教育普及事業 84,076

資料整理事業 184,887

情報提供事業 27,120

事務局費 899,000

21,379,109 21,379,109合　　　計 合　　　計

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29年度）

収　入　（円） 支　出　（円）

項　　　目 項　　　目



金　　額 金　　額

　指定管理料 20,512,000 人件費 13,262,521
館長（1人：非常勤）

副館長(1人）

　事業収入 494,620 学芸員（1人）

　　（内訳） 受付（2人）

　 企画展収入 229,900 事務員兼受付員(1人)

その他の事業収入 264,720
施設管理費 5,526,339

  補助金収入 36,855 旅費交通費 0
通信運搬費 203,552

　雑収入 16,650 手数料 39,800

広告料 0

消耗什器備品費 93,096

消耗品費 545,873

　財団繰入金 318,984 修繕費 130,140

印刷製本費 32,450

燃料費 377,988

光熱水料費 924,809

　電気代

　水道代・下水道代

賃借料（リース関係） 1,016,012

保険料 0

租税公課 1,105,000

支払負担金 35,507

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

事業費 1,691,249
臨時雇賃金 0

旅費交通費 40,688

通信運搬費 18,553

手数料 17,961

消耗品費 335,086

印刷製本費 163,125

食糧費 2,366

保険料 22,520

賃借料 145,800

諸謝金 38,979

委託費 881,580

支払負担金 24,591

事務局費 899,000

21,379,109 21,379,109合　　　計 合　　　計

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29年度）

収　入　（円） 支　出　（円）

項　　　目 項　　　目


