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平成27年度事業報告

1 会議

(1)総会

日時平成27年4月 17 日(金) 13時30分~14時30分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題ア平成27年度役員の交替について

イ 平成26年度事業及び決算・監査について

ウ 平成27年度事業計画及び予算(案)について

エ 神奈川県博物館協会の会費改定案について

オその他

報告事項ア 平成26年度の入退会の館園について

イその他

表彰平成27年度神奈川県博物館協会表彰

(2) 役員会

第1回

日時平成27年4月 17 日(金)11時~12時30分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題ア平成27年度役員の交替について

イ 平成26年度事業及び決算・監査について

ウ 平成27年度事業計画及び予算(案)について

エ平成27年度神奈川県博物館協会表彰候補者に

ついて

オ神奈川県博物館協会会費改定検討委員会の検

討結果について

カその他

報告事項ア 平成26年度の入退会の館園について

イその他

第2回

日時平成27年12月 4日(金) 14時00分~16時00分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題

報告事項ア 平成27年度新入退会の舘園について

イ 平成27年度事業実施状況ついて

ウその他

第3回

日時平成28年3月4日(金) 14時00分~16時00分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題ア平成28年度事業計画及び予算(案)について

イ 平成28年度神奈川県博物館協会表彰候補者に

ついて

ウ 神奈川県博物館協会総合防災計画について

エその他

報告事項ア 平成27年度事業実施状況について

イその他

(3) 合同部会

第1回

日時平成27年5月 15 日(金)

会場神奈川県立歴史博物館応接室

議題ア平成27年度部会幹事の交替について

イ 平成27年度事業の実施状況について

(ア) 神奈川県博物館協会会報第86号の編集委

員について

(イ) 普及事業について

(ウ) 協会ホームページ更新事業について

ウ 平成27年度研修計画について

(ア) 第2回研修会について

(イ) 第3回以降の研修会について

エ県博協60周年記念事業について

オ 平成27年度東海地区博物館連絡協議会、日本

博物館協会東海支部総会について

カその他

第2回

日時平成27年6月 18 日(金)

会場横浜市立野毛山動物園「ひだまり広場」

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 神奈川県博物館協会会報第86号の編集委

員について

(イ) 普及事業について

(ウ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

エ 平成27年度東海地区博物館連絡協議会、日本

博物館協会東海支部総会について

オその他

第3回

日時平成27年9月 10 日(木)

会場川崎市市民ミュージアム3階会議室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 普及事業について

(イ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

オその他

第4回

日時平成27年11 月 6 日(金)

会場神奈川県立歴史博物館応接室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 普及事業について

(イ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

(ア) 災害対策部会について

・神奈川県博物館協会総合防災計画策定に係

る防災訓練の実施について

エその他

第5回

日時平成28年1 月 15 日(金)

場所神奈川県立歴史博物館会議室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 普及事業について

(イ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

エその他

第6回

日時平成28年3月 4日(金)

場所神奈川県立歴史博物館会議室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

イ 平成28年度事業の実施計画(案)について
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2 研修

ウ 平成28年度東海地区博物館連絡協議会理事会・

総会 日本博物館協会東海支部総会等につい

て「開催県岐阜県J

エ 神奈川県博物館協会総合防災計画について

オ 神奈川県博物館協会ホームページについて

カ 平成28年度部会幹事について

オその他

(1)部会主催研修会

第1回

日時平成27年4月 17 日(金)

会 場神奈川県立歴史博物館エースのドームと横浜3塔

内容横浜3塔と県歴博エースのドーム等の施設見学

講師神奈川県立歴史博物館主任学芸員丹治雄一氏

担当部会 3部会合同

参加者 37名

第2回

日時平成27年6月 18 日(木)

会場横浜市立野毛山動物園

内容施設見学

「地域の愛される動物園~入園者数V字回復のヒミ

ツを探る-J

講師横浜市立野毛山動物園園長鈴木浩氏

担当部会自然科学部会

参加者 29名

第3回

日時平成27年9月 10 日(金)

会場川崎市市民ミュージアム

内容講演「↑専物館における被災後の救援活動についてJ

と施設見学

講師東京工業大学博物館阿児雄之氏

同大学学生支援センター山田恵美子氏

担当部会機能研究部会

参加者 27名

第4回

日時平成27年10月 28 日(水)

会場長谷寺観音ミュージアム・遊行寺宝物館

内 容 「リニューアルオープンを迎えた加盟2館の試みJ

講演会・施設見学

災害時文化財レスキューを考える

一神奈川県博物館協会総合防災計画策定に向けてー

講師長谷寺観音ミュージアム学芸員三浦浩樹氏

遊行寺宝物館館長遠山元浩氏

担当部会人文科学部会

参加者 27名

第5回

日時平成27年12月 9 日(木)

会場横須賀市自然・人文博物館

内容防災訓練情報伝達訓練三浦地域を事例としな

がら

・横須賀市自然・人文博物館 特別展見学と施設

見学

-図上訓練~三浦地域西部への津波被害を想定し

て~
-講演横須賀市の自然災害対策について

横須賀市市民安全部危機管路課長

鈴木宏史氏

担当部会防災ワーキンググループ

参加者 29名
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第6回

日時平成28年2月 20 日(土)

会場小田原市民会館

内容知っておきたい博物館の話

協会記事

[博物館と観光一地域の魅力を活かして-J

講演とフリートーク

担当部会 3部会合同

参加者 109名

3 普及事業

(1) f神奈川県博物館協会会報J の発行

第87号平成28年3月発行済 1 ，400部

(2) 加盟館闘職員名簿

平成27年12月発行済 350部

(3) リーフレット「かながわのミユージアム2015J

平成27年10月発行済 26， 800枚

4 県博物館協会ホームページの更新事業

加盟館園の個別情報等を更新

5 表彰事業

(1)神奈川県博物館協会表彰

功労者3名永年勤続2名計5名を4月 17 日に表彰

ア功労者表彰

・相模原市立博物館
.かわさき宙と緑の科学館

.横浜美術館

イ 永年表彰

-横浜市立野毛山動物園

-神奈川県立7ラトセンター大船植物園

(2) 日本博物館協会顕彰

菊地原恒市様

園司員様

操和憲様

桐生大輪様

鎮野大輔様

神奈川県博物館協会より顕彰者3名 11月 18 日 -20 日に開

催された全国博物館大会(広島県呉市)にて表彰

-神奈川県立歴史博物館 嶋村元宏様

・神奈川県立神奈川近代文学館 古川左映子様

・神奈川県立生命の星・地球博物館 新井田秀一様

6 日本博物館協会事業への協力

(1)第63回全国博物館大会への参加

期日平成27年11 月 18 日(水) -19 日(木)

会場広島県呉市(呉阪急ホテル)

出席者神奈川県博物館協会竹内事務局長

(2) (国際博物館の日)事業の周知

2015年テーマ[一持続する社会と博物館-J

7 平成27年度東海地区博物館連絡協議会・日本博物館協会

東海支部(理事会・総会)

日時平成27年7月 2 日(木)-3 日(金)

会場新江ノ島水族館

出席者 7月 2 日(木) 理事会18名・総会58名・情報交換会

7月 3 日(金) 見学研修会 (2コース)

人文コース(江の島めぐり)

自然コース(箱根ジオパークと博物館)

参加人員33名



神奈川県博物館協会会報第88号

平成27年度収入支出決算書

総収入額 2，493 ， 571 円

総支出額 2 ， 108，483円

差引残額 385 ， 088円(翌年度繰越金)

収入の部 (単位:円)

科目
予算額 収入済額 増減額

摘 要
(A) (B) (B-A) 

l 会 費 2,399 ,000 2,434,000 35 ,000 94館圏分

2 雑収入 251 222 ム29 預金利子

3 繰越金 59,349 59,349 。 平成26年度からの繰越

ぷ口当、 計 2,458,600 2,493 ,571 34,971 

支出の部 (単位:円)

科 目
予算額 支出済額 残額

摘 要
(A) (B) (A-B) 

1 事務局費 583 ,600 403 ,412 180,188 

(1) 旅 費 120,000 75 ,240 44,760 全国博物館大会参加旅費ほか
ーーーーーーーー自国ー由国ーーーー咽. ー圃ーーーーーーーー圃・・・ーーーーー ーーーー咽ーーーーーーーー司ーー圃』 ーーーーーーーー固圃ーーー咽胃.園田 ーー・，帽同帽曹酬ーー・・・・ーーーー曹司明田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーー田町田ー--ーーーー

(2) 通信費 294,000 294,824 ム 824 刊行物送付事務連絡ほか
ーーーーーーーー岨ーーーーーーーーーー ーー圃岨歯固唱匝ー帽圃--晶画ーー開園 ー・・ーー冒ー田'ーーー由ー曹司『帽ー 由圃ーー司司回開開園帽幽ーーー戸田咽 ーーー明司咽ーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃由ーーー--甲田ーーーー

(3) 印 帰リ 169 ,600 33 ,348 136,252 封筒印刷代

消耗品費 事務用消耗品

2 会議費 104,000 81 ,638 22 ,362 役員会

部会等

大会参加費等

3 事業費 1,416 ,000 1,268 ,433 147 ,567 

(1) 研修費 241 ,000 200 ,670 40 ,330 講師謝礼

会場使用料ほか
ーーーーー司軍ーーーーーーーーーーー薗 ーーーーー・・・歯固ーーーーー曹司--岨 ー自由ーーーーー幽ーー----ーーー ーーー・--咽咽m・ーーーーーーーーー田 ー・・ーーーーー-回開・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃由ーーーーーーーーーーーーーーー・ー-----司帽曹司ーー同

(2) 普及費 1,123 ,000 1,034,026 88 ,974 神奈川県博物館協会会報第87号

加盟館園職員名簿

かながわミュージアムマップ2015

ホームページ経費
ーーーー甲開ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー皿ーーーーーーーーーーー ーーーー・・圃岨・・ーーーー帽ーー・圃 ーーーーー『咽同骨ー園陸ーーーーー田 ーーーーーー--司開ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶画ー曲ーーーー陣骨ー'ーーー圃圃ーーーー--園田・ーー司

(3) 表彰費 52,000 33,737 18 ,263 表彰状筆耕料・記念品代ほか

4 負担金 55,000 55 ,000 。 東海地区博物館連絡協議会

神奈川県自然保護協会

神奈川県観光協会

5 積立金 300 ,000 300 ,000 。 60周年記念事業積立金

-@j 計 2,458,600 2,108,483 350,117 
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平成27年度「神奈川県博物館協会60周年記念事業J 収入支出決算書

収入の部

科目
予算額

(A) 

l 過年度積立金 2,606 ,249 

繰入収入

2 積立金繰入収入 300 ,000 

3 雑収入 。

ぷ口込 計 2,906 ,249 

支出の部

科 目
予算額

(A) 

1 記念誌刊行費 2,000 ,000 

2 繰越金 906 ,249 

f� 計 2,906 ,249 

収入済額

'(B) 

総収入額 2 ，906 .461 円

総支出額 2 ，000 ，864円

差引残額 905， 597円

増減額
(B-A) 

2,606 ,249 。 18年度積立金

19年度積立金

20年度積立金

21年度積立金

22年度積立金

23年度積立金

24年度積立金

25年度積立金

26年度積立金

摘

26年度までの預金利子

300,000 。 27年度積立金

212 212 預金利子

2,906.461 212 

支出済額 増減額
摘

(B) (A-B) 

2,000 ,864 ム 864

906 ,249 

2,000 ,864 905 ,385 
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協会記事

(単位:円)

/ 

300,000 

300,000 

200 ,000 

300 ,000 

300,000 

300 ,000 

300 ,000 

300 ,000 

300,000 

6,249 

(単位:円)




