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横浜ユーラシア文化館 

平成２４年度事業報告  

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで） 

 

 

昨年度は堅実な企画展に学校連携、集客イベントを加えた事業モデルによって過去最高の成果が得ら

れましたが、今年度はこのモデルを踏襲しつつ、新たに他施設との連携や協力関係の強化をはかり事業

を展開しました。 

 課題となっていたユーラシア概念の検討に関しては歴史博物館との共同研究を開始し、今年度の企画

展「モンゴル～シベリアを歩く」にその成果の一部を反映させました。この方向性は次年度の特別展「遣

唐使が運んだかたち（仮称）」につなげていきます。特別展「華麗なるインド神話の世界」では在日コ

ミュニティーの協力を得て国際性豊かな催しを展開するとともに、開港資料館と連携し横浜在住のイ

ンド人の歴史にも光をあてました。常設展示室の活性化策としては、年度内に８つのミニ展示を実施し、

展示空間のマンネリ感の払拭に努めました。 

 都市発展記念館と連携し昨年度から始めた市内小学校４年生の学校団体対応は、年度当初から広報活

動を展開し、昨年以上の来校数を得ました。また当館独自の学校対応の取り組みとして、小学２年生の

国語科目で学習するモンゴル童話と関連付けて、ゲル（モンゴルの移動式住居）を活用した見学及び体

験学習を実施しました。 

 歴史博物館の協力を得た市民ボランティアの活動も定着し、企画展会期中のワークショップや集客イ

ベントでの館内活動に加え、当館が初めて参加した「よこはま国際交流フェスタ」などの館外イベント

にまで活動の場を広げました。 

 昨年度整備した１階のフリースペース（ギャラリー、旧第一玄関）の活用は今年度から本格的に始ま

り、企画展関連ミニ展示や各種パネル展、絵画展、写真展、ミニコンサートやワークショップ、ユーラ

シア文化館・都市発展記念館専門職員の連続講座（月イチ講座）など多様な催しを実施しました。 

 以上の取り組みの結果、常設展観覧者数は 31,270 人（1 日平均 102 人）、企画展観覧者数は 15,005

人（1日平均 114人）、市内学校団体来館数は 94校、7,825人（内小学校４年生 79校 6,934人）となり、

いずれも目標値を超え、企画展観覧者数と市内学校団体来館数は過去最高の数値となりました 

 

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号①） 

  ユーラシアの考古・美術・民族・歴史資料および文献等を分類・整理するとともに、良好な状

態で保管するため、収蔵庫や展示室を常に適切な状態に保つよう環境検査を行いました。 

（１）資料収集・保存 

項  目 点  数 事 業 内 容 

資料の寄贈・寄託 寄贈 777点 

寄託 ０ 点 

主な収集資料：ベトナムのモン族の民族衣装および

絵画、中国の現代絵画、フィリピンの吹矢筒、青

銅鏡研究書等 

資料の購入 ０ 点 主な収集資料：なし 
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資料熟覧 5  件 青銅製鍑等3点（韓国国立中央博物館および東京国立

博物館研究者による資料調査）、楔形文字粘土板文書

等6点（市民によるデザインの研究）ほか 

文献資料熟覧 9 件 鏡関連研究書等（市民研究者）、Ars Asiatica （ク

メール青銅美術研究者）ほか 

資料の貸出 １ 点 自鑪庁至烏斯蔵程站輿圖複製1点（東海大学研究者と

の共同研究のため） 

収蔵資料の画像利用 5 点 青銅製鍑2点（『FUSUS』アジア鋳造技術史学会誌第

5号）、カットガラス碗１点（『アカデミア世界史』浜

島書店ほか中学生用教材）、円筒印章1点（藤沢市・

藤沢市教育委員会主催企画展印刷物・展示パネル）、

楔形文字粘土板文書1点（『ノートはともだち！』株

式会社教育劇画） 

（２）文献資料の整理  

項   目 目的・意図 及び 内容・成果 

バジル・グレイ旧蔵書 書誌データの内容を確認した。             入力件数 ６０６件 

和図書 書誌データの入力を行い、OPAC公開した。  入力件数 ５６３件 

雑誌 書誌データの入力を行った。         入力件数５６５３件 

（３）資料収集実績 

区  分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計 

考古・美術・民
族・歴史資料 

０ 
（－） 

０ 
（－） 

19 
（1,052） 

０ 
（－） 

19 
（1,052） 

4,700 
（4,681） 

図書 6 
（15） 

０ 
（－） 

578 
（117） 

０ 
（－） 

584 
（132） 

20,359 
（19,775） 

雑誌 3 
（8） 

０ 
（－） 

180 
（19） 

０ 
（－） 

183 
（27） 

7,983 
（7,800） 

電子資料 ０ 
（－） 

０ 
（－） 

０ 
（１） 

０ 
（－） 

０ 
（１） 

０ 
（17） 

合  計 9 
（23） 

０ 
（－） 

777 
（1,189） 

０ 
（－） 

786 
（1,212） 

33,042 
（32,273） 

 ※（ ）内は、前年度点数。 

（４）資料の保管  

    項   目        目的・意図 及び 内容・成果 

保存燻蒸処理 資料保全のため、受贈した民族資料および書籍の二酸化炭素燻蒸

を実施し、収蔵庫へ納めた。 

環境検査 虫菌による被害を未然に防ぎ、大気・塵埃・光線等の影響を最小

限に抑えるため、年６回の環境検査を実施した。 

（５）資料保管施設 

保管施設 保 管 資 料 

都市発展記念館・ユーラシア文化

館収蔵庫（200㎡） 

考古・美術・民族・歴史・文献資料を収蔵 
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外部倉庫（大黒ふ頭） 図書（江上文庫の重複本など）、販売用出版物などを収蔵 

 

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号） 

 収集資料の整理、企画展や講演会の基礎的資料収集・調査研究を行いました。本年度から、東

部ユーラシア世界に関する歴史博物館との共同研究も開始しました。 

（１）基礎的調査研究  

項   目 目的・意図 及び 内容・成果 

日本における「ユーラ

シア」の理解に関する

研究（１／３年） 

 

「ヨーロッパ」と「アジア」を合わせた「ユーラシア」という言葉を広め、

理解を深めるため、戦前にモンゴル・シベリアで調査を行った研究者たちの

「ユーラシア」概念を調査した。その成果を企画展で公開したほか、「東部ユ

ーラシアの文化交流の研究」における研究会でも発表した。 

東部ユーラシアの文化

交流の研究（１／３年） 

 

歴史博物館と連携し、共同研究会を実施。歴史博物館学芸員の協力を得て、

日本を含む東部ユーラシア諸地域についての調査研究成果を、今年度の企画

展示の他、次年度の企画展計画に活かした。 

歴史博物館との連携事業。 

館蔵絵図の研究（２／

２年） 

当館所蔵絵図「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」と類品との比較研究を行った。昨

年度撮影した赤外写真を更に詳細に観察、その成果とともに絵図の特別公開

を行った。 

東海大学との共同研究。 

インド精神文化の研究

（1／１年） 

インドの精神文化の核をなすヒンドゥーの世界観の探求をテーマに、日本で

は珍しい絵画・彫刻・工芸品を調査し、日本との接点も明らかにした。この

研究成果は特別展で公開した。 

横浜市内にあるユーラ

シア関連資料の調査・

研究（２／５年） 

横浜市民が保管するユーラシア関連資料について調査し、これまでに寄贈を

受けた写真資料については、デジタルアーカイブズとして公開するための準

備を行った。デジタルアーカイブズの公開は、サーバーの移行等年度当初に

予定していなかった業務が生じたため、準備にとどまり公開は次年度に行う

ことにした。 

遊牧世界の物質文化の

研究（２／５年） 

国内にある遊牧民の資料（考古資料・民族資料）について調査し、データを

蓄積・企画展等で公開した。また館外の関連研究会に出席し、成果を発表し

た。 

収蔵資料と関連資料の

研究（２／５年） 

当館収蔵資料及び関連施設所蔵のイスラーム資料に関する調査を行った。館

外の関連研究会では、海外博物館での資料調査の報告をした。 

メソポタミア楔形粘土

板文書の研究（２／５

年） 

データベースに公開に向けてデータの修正を行い、完成した。粘土板文書の

デジタル化について、その成果を紀要で公開した。ガラスビュー英語版の作

成は準備中。 

 

３ 常設展事業（定款第４条第１項第１号②） 

  常設展示室において、収蔵資料の特別公開や、企画展と連動した展示替えを行いました。また、

展示資料に関連するクイズを配布するなど、集客とサービスの向上を図りました。 
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（１）常設展示室での実施事業 

項  目 事 業 内 容 

展示更新 ・写真パネル展示「新しい都市の交通・ＬＲＴ」を都市発展記念館特別展「横

浜にチンチン電車が走った時代」の関連企画として開催（～2012/4/1）。 

・ユーラシア風景写真展「ユーラシアの海」を都市発展記念館企画展「横浜の

海 七面相 大正昭和編」の関連企画として開催（4/28～6/24） 

・特別公開「フィリピンの土器」を開催（6/26～7/26）。会期中の観覧者数

2082人（77人/1日） 

・館蔵資料への興味を喚起するため、常設展で公開中の資料に関する「クロス

ワードパズル」を作成・配布（6月～） 

・東京で開催された大英博物館古代エジプト展に関連し、館蔵の古代エジプト

資料を特別公開した（8/11～22） 

・インド展の一環として「魅惑のクメール青銅美術展」を開催し、インドヒン

ドゥー芸術の東南アジアへの伝播と独自の展開を紹介した。世界的に希少な

クメール青銅器のまとまった展示は日本初（9/26～1/14）。 

・特別公開「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」実施（12/11-24。）会期中の入館者数

1696人。作品解説実施（参加者 12/22 11名、12/23 18名。） 

・写真パネル展「マルコ・ポーロが見た東アジア」（1/26～2013/4/25）フォ

トヨコハマ 2013の連携展示として開催。 

（２）常設展示観覧者の推移（目標数 30,000人） 

 有料入館者（人） 無料入館

者（人） 

合計 

（人） 

前年比 開館 

日数 

1日平均 

入館者(人) 大人 小中 計 

２４年度   637 277  914 30,356 31,270 95.4% 307日 102 

２３年度 10,401 981 11,382 21,371 32,753 272.7% 306日 107 

２２年度 6,003 844  6,847 5,162 12,009 115.8% 304日 40 

 

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第１号②） 

 今年度は「ユーラシアとは何か？」という原点のテーマに立ち返り、ユーラシアと日本・横浜と

の繋がりや対比を意識して、各企画展内容の見直しから始めました。また、都市発展記念館と二施

設一体となって市内学校団体受入や、市民ボランティアの活用によるワークショップの充実、外国

人コミュニティーの協力による各種催しを実施しました。 

（１）企画展の実施 

企画展名/開催期間 観覧料 入館者数 目的・意図 及び 内容・成果  

企画展「モンゴル～シ

ベリアを歩く」 

 

H24.7.28（土）～ 

9.23（日） 

会期 58日 

一般 

300円 

小中 

150円 

5,244人 

（目標数 

5,000人） 

 

１日あたり            

104人 

日本・モンゴル外交関係樹立 40周年記念し、モンゴ

ルからシベリアに至る地域の文化を紹介した。鳥居

龍蔵・江上波夫の調査を中心に、考古学的・民族学

的資料等を展示。市民団体と協力して夏祭り、コン

サート、ミニ講座等を実施した。 

①展覧会図録の出版  
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 定価：700円、販売冊数：217冊 

②夏祭り 

当日の入館者 1,577人（2日間） 

夏祭り中の関連企画参加者 

馬頭琴コンサート・ワークショップ：85人 

 モンゴル舞踏：74人 

 モンゴル童話お話し会：66人 

 モンゴルの遊び：131人 

③ミニ講座講座（2日間） 

参加者：50人 

④ギャラリートーク 5回実施 参加者：82人 

ボランティア活動延べ人数 57人 

特別展「華麗なるイン

ド神話の世界―神々

が結ぶインドと日本

―」 

H24.10.6(土)～

H25.1.14(月・祝) 

会期 101日 

一般 

300円 

小中 

150円 

9,732人 

（目標数 

8,000人） 

１日あたり             

120人 

日印国交 60周年記念事業の一環としてインドの精神

文化の核をなすヒンドゥーの世界観をテーマに、日

本では珍しい絵画・彫刻・工芸品を紹介。日本文化

との接点も明らかにした。 

①「ヒンドゥーの神話ガイド」を作成・配布。 

②ギャラリートーク ９回実施 参加者：316人 

③『横浜におけるインド人のあゆみ』展を１階ギャ

ラリーにて開催（開港資料館との連携） 

④「flicker～ゆらめきⅢ～印度 川島寿美恵写真展」

を旧第一玄関にて開催 

⑤インド体験コーナー 民族衣装・インド工芸 参

加者 1,066人 （活動ボランティアとの連携） 

⑥ヒンドゥー神話講演会（11/11）参加者 48人 

⑦インド舞踊とワークショップ(11/10)参加者 102人 

⑧インド音楽コンサート(12/1) 参加者 96人 

ボランティア活動延べ人数 １７７人  

企画展基礎調査   来年度開催予定企画展の基礎調査を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夏祭りイベント（馬頭琴コンサート） 展示解説 
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（２）企画展示室観覧者の推移（目標数 13,000人） 

 有料入館者

（人） 

無料入館者

（人） 

合計（人） 前年比 開館日数 1日平均 

入館者（人） 

２４年度 3,944 11,061 15,005 105.7％ 131 114 

２３年度 3,566 10,619 14,185 362.2% 138 103 

２２年度 1,902 2,014 3,916 132.2% 124 32 

※ユーラシア文化館と都市発展記念館は企画展示室を共用しており、ユーラシア文化館は、22・23・24

年度は 2回の企画展示を開催しました。 

（３）講座・講演会 

項   目 参加者数 内   容 

企画展に関連した講座 

 

50人 

 

企画展「モンゴル～シベリアを歩く―鳥居・江上の大陸探

検―」関連連続講座を開催（8/18,19） 

特別展に関連した講演会 

 

48人 

 

特別展「華麗なるインド神話の世界―神々が結ぶインドと

日本―」関連特別講演会を開催（11/11） 

月イチ講座の開催 50人 都市発展記念館と連携し、当日受付で気軽に参加できる講

座を月に一回開催 

第４回「世界最古の文字記録―楔形文字粘土板文書」 

（1/19） 

第５回「館蔵中国北方系青銅器」（2/23） 

第６回「館蔵品に探す東西交流」（3/30） 

（４）開館１０周年感謝イベントの実施 

事業名称 参加者数 事 業 内 容 

開館10周年感謝イベントの開

催 

H24.3.9（土）・10（日） 

全２日間 

3,514人 開館１０周年を記念して感謝イベント実施（3/9～10） 

参加者 3,514人 （都市発展記念館との共催） 

市民ボランティアや市民グループの協力を得た。 

・常設展・特別展の無料開放 

・開館 10 周年記念パネル展「10 周年のあゆみ」を事務

室前廊下壁・旧第一玄関で開催（2/21～） 

・開館 10周年感謝イベントの一環として中庭ゲル展示公

開（3/2～3/10） 

・開館 10周年感謝イベントの一環として中庭アート作品

「はなおくり」を展示（3/3～3/31） 

 

（５）普及啓発 

項   目 参加者

数 

事 業 内 容 

企画展・常設展関連アート＆グ

ルメ 

25人 横浜中華街の店舗とのタイアップ企画。展示と食文化を

連携させた広報で相乗効果を図った。 

フランス月間への参加  ・フランス月間関連写真パネル展「世界遺産でたどるフ
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H24.6.2（土）～7.27（水） ランスの歴史」（6/2～7/27）を、１階ギャラリーおよび

旧第一玄関で開催した。 

「子どもアドベンチャー2012」

の開催 

H24.8.22（水）・23（木） 

全２日間 

24人  ・子どもアドベンチャー２０１２の実施（8/22、23） 

市内小中学生を対象に１日職業体験を実施した。 

展示解説体験や出土煉瓦の水洗い、受付体験、バックヤ

ードツアーなどを実施した。 

「ミュージアム・クイズラリー

よこはま2012」への参加 

H24.7.20（金）～8.31（金） 

200人 子ども向け夏休み企画として、神奈川県立歴史博物館を

中心に関内・山手地区の博物館施設１５館で実施した。 

同時に、都市発展記念館・新聞博物館・放送ライブラリ

ー・シルク博物館と連携して、各施設を巡るツアーも開

催した（8/29）。 

大英博物館古代エジプト展 

関連講演会 

H24.8.12 

200人 東京で開催された大英博物館古代エジプト展に関連し、

講演会を主催した（情報文化センター情文ホール）。 

 

 

夏休みミニワークショップ 

H24.7.28, 29, 8.4, 5, 11, 12 

全6日間 

355人 市民ボランティアの協力を得て、古代のコイン作り、ユ

ーラシア各地の民族衣装の試着等のワークショップを行

った。 

夏まつり 

H24.8.25(土)・26（日） 

1,577人 都市発展記念館と連携し、全館無料の「夏まつり」を開

催。市民ボランティア・市民グループの協力を得てイベ

ント・ワークショップを実施した（参加者 1,326人）。 

よこはま国際フェスタ2012 

H24.10.20(土)・21（日） 

642人 よこはま国際フェスタ2012に参加し、ワークショップ・

民族衣装試着体験など実施（参加者642人）市民ボランテ

ィアの協力を得た。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）学校連携事業 

項   目 事 業 内 容 

市内学校団体見学の受入 小学校４年生のカリキュラムで学習する吉田新田にあわせて、「吉

田新田の開発とその後」（関外地区の発展）をテーマに、職員によ

る解説と体験メニューを実施した。 

94校 7,825人（うち、小学校4年生 79校 6,934人） 

  

子どもアドベンチャー ゲル組立ワークショップ 
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教員向け研修の実施 

 

財団エデュケーターと、吉田新田の学習をはじめ、横浜の歴史を

テーマとする教員向け研修を実施した。 

学芸員実習の受け入れ １１名の学生を受け入れた。企画展準備や実習により、学芸員の

仕事について総合的な理解を深めると同時に、当館イベントスタ

ッフとして活躍した。 

インターンの受け入れ ２名の学生を受け入れた。当館イベントやワークショップのスタ

ッフとして職業体験を行った。 

職業体験の受け入れ 小中学生の１日職業体験（子どもアドベンチャー・前述）及び中

学生を中心とした職業体験の受け入れを行った。中学生について

は合計で３校１１名を受け入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）市民協働事業 

項   目 事 業 内 容 

市民ボランティアによるワーク

ショップの実施 

 

歴史博物館の協力を得て、歴史博物館活動支援ボランティアによ

る当館でのワークショップを実施した。 

・モンゴル・シベリア体験コーナー のべ活動人数 57人 

・ゲル組立ワークショップ  のべ活動人数 28人 

・インド体験コーナー    のべ活動人数  167人 

・１０周年感謝イベント    のべ活動人数 31人 

                   計 283人 

（８）広報 

項   目 事 業 内 容 

印刷物作成 都市発展記念館・ユーラシア文化館個々で作成していた館紹介リ

ーフレットと半期ごとの催し物案内を、大きく見やすいものに統

合した。また、企画展チラシだけでは発信しきれないイベント情

報を別刷りの自主製作チラシで作成し、配布先の見直しを図りな

がら、定期的に配布した。館報については、継続して配布した。 

・横浜ユーラシア文化館催し物案内（館案内リーフレット） 

・企画展示ポスター・チラシ 

・館報『News From EurAsia』第１７・１８号（各10,000部） 

 

市内小学校団体見学 職業体験 
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・横浜ユーラシア文化館紀要 第1号を発行（1,000部、3/31） 

優待カードの発行 年間パス「ＥＡハマ発カード」の販売を継続した。 

年会費 １，５００円 

その他広報 横浜市を通じての記者発表 

市内学校・公共施設へのチラシ配布 

日本大通り駅改札外・市営地下鉄関内駅改札外掲示板へのポスタ

ー掲出 

ホームページ・ブログによるインターネットでの情報配信 

テレビ・ラジオ・ケーブルテレビ・インターネット等放送媒体へ

の情報提供、取材受入 

新聞各社・雑誌・タウン情報誌・旅行情報誌・その他広報誌等へ

の情報提供、取材受入 

市内観光案内所へのチラシ訪問配布 

市外都市旅行代理店への施設説明 

フィルムコミッションへの協力による撮影場所としてのＰＲ 

近隣へのダイレクトメール発送 

 

５ 情報事業（定款第４条第１項第１号②） 

インターネット等を利用して、調査研究・展示・出版・講演会・ミュージアムショップなどに

関する情報を提供するために、データの更新等を行い、情報の発信に関わる機器類の保守管理を

行いました。 

項   目 事 業 内 容 

簡易検索端末・文献検索端末 資料：常設展示室に設置された端末で主な展示資料の検索が可

能。 

文献：館蔵文献の OPAC を公開することで、館外からのインター

ネット検索を可能にした。 

メールニュースの配信 希望者に対するメールニュースの配信を行った。 

インターネットによる情報公開 財団開設のホームページ上で、財団各施設案内をはじめ、展示・

催し物・刊行物の広報や、収蔵資料・図書文献資料等の紹介を行

った。 

アクセス件数 合計６６，０６８件（前年度６６，８５０件） 

 

６ ユーラシア文化館施設維持事業（定款第４条第１項第１号③） 

  ユーラシア文化館の維持管理及び運営を行いました。 

管理対象施設 事業内容・所在地など 

ユーラシア文化館 施設の維持管理 

・主な修繕：圧縮機整備作業。湧水処理ポンプ交換工事等。  
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７ 都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業（定款第４条第１項第２号） 

（１）ミュージアムショップの経営 

① オリジナル商品として、各企画展図録や刊行物のほか、地図・絵葉書・メモ帳・DVD・クリアフ

ァイルなどを販売した。また新製品としては「こぶちゃん飴」の新しい味のものや、ボールペン、

缶バッジ等の新しい柄のものを作成した。 

② 委託商品の販売 

   各企画展やフランス月間などのイベントに合わせ、商品のラインナップを大幅に変えることで、

売れ筋の商品を陳列した。 

（２）自動販売機（１台）の設置 

 

＜各事業の推移＞ 

（１）ミュージアムショップ売上の推移 

 項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
６，５６０ ９，１２０ ５，４４７ 

（２）自動販売機の設置 

   施設利用者の利便を図るため、自動販売機を設置しました。 

 項   目 平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
７７ ７８ ７７ 

 

 

 事業別評価  

 

事業名称 実施概要 評価 

資料収集保管事業 資料収集及び整理は予定どおり進捗しました。

整理が終わった文献資料については、成果として

、ＨＰやＯＰＡＣを通じて公表しました。 

Ｂ 

調査研究事業 計画していた調査研究については、予定どおり

進捗することができました。歴史博物館との共同

研究会を実施しました。 

Ａ 

常設展事業 常設コーナー展については、昨年度に引き続き

都市発展記念館企画展や学校カリキュラムとの

連携を行うことで、企画展開催期間ではない時期

についても、集客を図ることができました。観覧

者数は前年同様目標を 30,000人と設定。目標数

の１０４％超となりましたが、対前年比としては

９５．４％にとどまりました。 

Ａ 
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企画普及事業 今年度も、都市発展記念館と一体となって、市

内学校団体受入や、市民ボランティアの活用によ

るワークショップの充実、市民グループや外国人

コミュニティーなどの協力による各種催しの実

施など、数々の事業を展開しました。その成果と

企画展等の内容充実によって、企画展・特別展観

覧者数と市内学校団体来校数については、過去最

高の数値となりました。 

Ａ 

情報事業 定期的なメールニュースの発行、ＨＰを利用し

た情報発信に加えて、イベントごとに追加でチラ

シを作成・配布するなどタイムリーな広報に努め

ました。ＨＰへのアクセス数は目標 65,000件に

対し 66,068件で目標値を上回りましたが、対前

年度比としては 98.8%にとどまりました。 

Ｂ 

施設維持事業 施設設備については、経年劣化した設備の修

繕・交換と日常の維持管理を行いました。ガラス

壁面や屋根の破損、防犯カメラや消防設備の経年

劣化についても監視を続けながら、長寿命化を図

っています。 

Ｂ 

収益事業 前年比は 71％だったが、目標値に対しては

109％の収入があった。前年は企画展関係の図録

の販売が好調だったが、今年度は企画展の内容か

ら図録の作成ができなかったことなどが影響し

たものと思われる。 

Ｂ 

 
 


