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　〔所管部局が記入〕

 １　県の施策推進における法人の役割

（いわて県民計画等における県の施策と成果測定目標）

(1)　法人活動の根拠となる県の施策

No. 担当課

1 文化振興課

2 生涯学習文化財課

3 文化振興課

4 文化芸術活動を支える人材の育成 いわて県民計画（2019～2028） 文化振興課

5 文化芸術を生かした人的・経済的な交流の推進 いわて県民計画（2019～2028） 文化振興課

6 文化芸術環境の整備や伝統文化などの保存と継承 いわて県民計画（2019～2028） 文振課・生文課

(2)　上記の県の施策における目標（上記(1)のNo.に対応）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

1 人 27,000 49,000 71,000 93,000
2 ％ 91.1 91.1 91.1 91.1
3 件 1,345 2,695 4,050 5,410
4 人 42 80 120 160
5 人 353,000 355,000 357,000 360,000
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(3)　上記の県の施策推進における法人の具体的な役割（上記(1)のNo.に対応）

No.

1

2

3

4 文化芸術を生かした地域づくりなどに取り組む人材の育成や相互交流の促進を図る

5 文化芸術を生かした交流人口の拡大を図るため、国内外との交流に向けた取組を推進

6 伝統文化の保存・継承を支援する、また、文化財等の修復や安定的な保管を支援する

〔法人が記入〕

 ２　法人の経営理念、経営基本方針

[経営理念]

県民のひとりひとりが芸術・文化に親しみ、うるおいと生きがいに満ちた生活を営むことができるような文化的

環境づくりを目指します。

[経営基本方針]

・　県と一体となって文化振興施策を推進することにより、県行政を補完し、県民の教育、学術及び文化の振興の

一翼を担います。

・　県民のニーズを的確に把握しながら、県民が多様で優れた芸術文化に親しむ機会や、参加、創造する機会を

提供するとともに、歴史や民俗等に関する調査研究や学習機会の提供、埋蔵文化財の保護、活用、文化団体へ

の活動支援等を通じて、県民が文化をより身近に感じ、また、交流することのできる文化的環境づくりに取り組み

ます。

・　事業団の各施設が持つ機能やノウハウを最大限に発揮し、本県における文化振興の拠点としての役割を果た

します。

・　事業団を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、職員の意識改革や資質の向上を図り、役職員一丸と

なって経営改善を推進し、健全かつ適切な運営を継続的に行っていきます。

・　指定管理者の指定を受けた各施設の適切な管理運営を図り、指定管理者としての使命を果たすとともに、サ

ービス向上やコスト削減に主体的に取り組みます。

県民へ優れた文化芸術に触れる機会を提供、文化芸術活動に参加できる環境づくりを進める

いわて県民計画（2019～2028）

文化芸術活動を担う人材の育成 いわて県民計画（2019～2028）

岩手芸術祭参加者数

県の施策推進における法人の具体的な役割

岩手芸術祭への出展数

県民が身近な場所で文化芸術活動を発表・鑑賞できる機会、身近に文化芸術を体験できる機会を提供

No.
目　標　値

単　位目　　　　　標

幅広いニーズや地域課題を踏まえた多様な学習機会の充実

計画等の名称

県立博物館・県立美術館の企画展における観覧者の満足度の割合

いわて県民計画（2019～2028）

県　の　施　策　等

県民が日常的に文化芸術に親しむ機会の充実

県民会館利用者数

アートマネジメント研修参加者数

多様な学びのニーズに応じた拠点の充実

1



〔法人が記入〕

 ３－１　法人を取り巻く経営環境の変化（外部環境分析）

　（将来的な見込みも含めた外部経営環境変化を箇条書きで記入）

１　県総合計画による文化芸術の振興

　　「いわて県民計画（2019年度～2028年度）」の策定により、文化芸術分野の一層の振興が求められる。

２　県財政の逼迫による影響

　　震災復興関連事業の推進や新型コロナウイルス感染症対策など、行政需要の高まりによる県財政の逼迫によ

　り、業務委託料などへの影響が懸念される。

３　平泉の世界遺産継承等に係る事業運営等業務の受託

　　平泉世界遺産ガイダンスセンターの開館に伴い、事業運営等の受託が見込まれている。

４　埋蔵文化財発掘調査事業の減少

　　東日本大震災復興事業に係る発掘調査が概ね終了したため、発掘調査業務の減少による委託料の継続的な

　落ち込みが見込まれる。

５　学校教育との連携

　　新学習指導要領の見直し等により、これまで以上に学校との連携協力が求められている。

６　人口減少・少子高齢化

　　人口減少・少子高齢化等により、県内の文化芸術団体の会員数は、減少傾向にあり、高齢化も進んでいる。

　　また、文化・芸術分野での後継者不足が顕著となっている。

７　感染症の拡大に伴う文化芸術活動の低迷

８　東日本大震災からの復興

　　東日本大震災からの復興が進む中、文化芸術分野における支援や取り組みが求められている。

 ３－２　法人を取り巻く経営環境の変化（外部環境分析）

　（将来的な見込みも含めた外部経営環境の変化を「機会」と「脅威」に区分し、要因、主な傾向及び対応策を記入）

区　分 外部環境要因 主 な 傾 向 対　応　策

機　会 県次期総合計画による文 いわて県民計画の施策方針により、 事業団の人材やノウハウを活用しな

化芸術の振興 既存事業の拡充や新たな事業への がら、より効果的な事業の実施や参

参画が求められている。 画を図る。

平泉の世界遺産継承等に 平泉世界遺産ガイダンスセンターの 事業団の人材やノウハウを活用し、

係る事業運営等業務の受 事業運営等業務（企画展開催、体験 効果的な事業の実施や運営への参

託 教室など）の実施が求められている。 画を諮る。

学校教育との連携 新学習指導要領の見直し等により、 文化芸術の魅力の発信、各種支援事

これまで以上に学校との連携強化が 業の実施とともに、学校現場における

求められている。 出前授業等の実践と普及に努める。

東日本大震災からの復興 被災地域における文化芸術鑑賞機会 被災地域への芸術家の派遣や展示・

の提供や民俗芸能継承への支援が 鑑賞イベントを実施するとともに、文化

求められている。 振興基金による活動助成を行う。

脅　威 県財政の逼迫による影響 行政需要の高まりによる県財政の逼 経費の縮減に継続して取り組むととも

迫により、県委託料等の減少が懸念 に、収益の確保や外部資金の導入に

される。 努める。

埋蔵文化財発掘調査事 発掘調査の事業量は大きく減少して 「埋蔵文化財センターのあり方検討委

業の減少 おり、減少傾向は継続する見込みで 員会報告書」に基づき、組織体制の見

ある。 直しや調査等業務の確保に努める。

人口減少・少子高齢化 県内の文化芸術団体において、会員 県民が文化芸術を体験し、親しむ機

の減少や高齢化が進んでおり、後継 会を拡充するとともに、若手芸術家等

者不足も顕著となっている。 の育成に継続して取り組む。

感染症の拡大に伴う文化 新型コロナウイルス感染症により、県 感染対策に万全を期して受託施設の

芸術活動の低迷 文化施設での事業実施や県内の文 運営や催事開催に努めるとともに、民

化芸術活動に支障が生じている。 間団体の文化芸術活動を支援する。

　　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、県内はもとより国内外の文化芸術活動の実施が困難な状況にある。
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〔法人が記入〕

 ４－１　法人を取り巻く経営環境の変化（内部環境分析）

　（将来的な見込みも含めた内部経営環境変化を箇条書きで記入）

１　施設管理のノウハウの蓄積

　　事業団設立時（昭和60年）から県民会館等の県文化施設の運営を受託していることから、施設管理のノウハ

　ウの蓄積があり、施設設備の状況を把握している。

２　事業実施のノウハウ・人材の蓄積

　　埋蔵文化財調査や博物館、美術館における学芸業務、県民会館における舞台芸術の上演、若手芸術家の育

　成など長年に渡る取組みにより、事業実施のノウハウや優れた知識‣技術‣経験を有する人材が蓄積されている。

３　民間との協働の広がり

　　県民会館の自主事業や岩手芸術祭開催事業においては、マスコミ等協賛企業や文化芸術団体と連携して事

　業を実施しており、また、県民会館や美術館では、民間協働による実行委員会方式の活用により、鑑賞者増な

　どの成果を上げている。

４　施設の老朽化

　　博物館など各事業所の施設設備の老朽化が進んでおり、施設利用者の利便性の向上や障がい者等への対

　応のほか、資料等の収集・保管、展示等に支障が生じている。

５　職員の年齢構成の偏り、高年齢化

　　プロパー職員の85％以上が40歳以上であるが、業務経験等に基づいた役職等への登用が難しく、また計画

　的な職員採用によるノウハウの継承等が困難な状況にある。

６　収益の確保

　　事業団は公益法人であるため、公益事業から収益を生み出すことができず、支出超過が続いている。また、新

　型コロナウイルス感染症のため催事等の開催は困難となっており、入場料収入等も落ち込んでいる。収益事業

　(貸館事業)収益を基に収支均衡に努めているが、施設の老朽化と相まって、収益確保は困難となってきている。

 ４－２　法人を取り巻く経営環境の変化（内部環境分析）

　（将来的な見込みも含めた内部経営環境の変化を「強み」と「弱み」に区分し、要因、主な傾向及び対応策を記入）

区　分 内部環境要因 状況の説明 対　応　策

強　み 施設管理のノウハウの蓄 事業団設立時から県文化施設の運 施設設備の維持管理ノウハウを職員

積 営を受託しており、施設設備の維持 間で共有し、専門人材（有資格者）

管理について熟知している。 の活用を図る。

事業実施のノウハウ・人材 職員は、長年にわたり文化財等の調 事業実施に係るノウハウや人材を各

の蓄積 査研究・展示発表や舞台等上演に携 事業所で共有し、利用者サービス等

わり、ノウハウ等を蓄積している。 の事業実施に反映させる。

民間との協働の広がり 舞台等上演や美術館の企画展、芸術 県民参加を求める各種事業について

祭など、民間企業等と協働して取り組 民間企業等との協働により、企画力

んでいる。 の向上や広報等の充実を図る。

弱　み 施設の老朽化 施設の老朽化により、利用者の利便 施設設備の点検状況等を随時県に報

性の向上や障がい者等への対応の 告し、県と協議の上必要な改修を行う

ほか、文化財等の保管、展示等に支 とともに、利用者の利便性や文化財

障が生じている。 の保管等に支障が生じないよう計画

的な整備を県に要請していく。

職員の年齢構成の偏り、 職員が40歳以上に偏っているため、 人材育成ビジョン（平成30年6月策定）

高年齢化 役職等への登用や管理者としての に基づき、管理監督に優れた人材や

経験を積ませにくくなっている。 専門人材の育成を図り、適材適所に

よる人材活用により組織の活性化を

図る。

収益の確保 収益事業による収益は、事業団会計 収益事業はもとより、公益目的事業の

の収支均衡を図るため、必要な財源 収益性の向上を図るとともに、文化庁

であるが、確保が困難となってきてい 補助事業の活用など外部資金の導入

を図り、事業団会計全体としての収支

均衡に努める。
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５　中期経営目標

　(1)　事業目標

　　〔所管部局が記入〕（県の施策推進における法人の役割を果たす上で法人が達成すべき事業目標を設定）

No. 事業目標 令和元年度成果目標値 令和２年度成果目標値 令和３年度成果目標値 令和４年度成果目標値 備　　考

県民会館ホールの利用率

75.0％（過去3ヵ年平均） 76.0％（前年度目標+1.0％） 77.0％（前年度目標+1.0％） 78.0％（前年度目標+1.0％）

博物館の入館者数

46,000人 46,500人（前年度目標+500人） 47,000人（前年度目標+500人） 47,500人（前年度目標+500人）

美術館の観覧者数

50,500人 52,000人（前年度目標+1,500人） 53,500人（前年度目標+1,500人） 55,000人（前年度目標+1,500人）

岩手芸術祭参加者数及び鑑賞者数

27,000人（過去３ヵ年平均） 27,000人（前年度目標と同） 27,000人（前年度目標と同） 27,000人（前年度目標と同）

環境変化に対応した普及啓発事業
の推進

環境変化に対応した普及啓発事業
の推進

環境変化に対応した普及啓発事業
の推進

文化芸術の鑑賞機会や交流の場
の提供

郷土の歴史や文化の理解

文化芸術施設による鑑賞機会の充
実

文化芸術と県民との交流支援

文化財の保存管理と活用の推進
環境変化に対応した普及啓発事業
の推進

1

2

3

4

5

6

4



　(2)　経営改善目標

　　〔法人が記入〕（次期アクションプラン[行政経営プラン]、県出資等法人運営評価、外部・内部環境分析等を踏まえて、法人が経営を行うにあたって改善に取り組むべき目標）

No. 経営改善目標 令和元年度成果目標値 令和２年度成果目標値 令和３年度成果目標値 令和４年度成果目標値 備　　考

博物館の入館者数（常設・特別展等） 博物館の入館者数（常設・特別展等） 博物館の入館者数（常設・特別展等） 博物館の入館者数（常設・特別展等）

46,000人 46,500人 47,000人 47,500人

博物館教育事業等の参加者数 博物館教育事業等の参加者数 博物館教育事業等の参加者数 博物館教育事業等の参加者数

15,000人 15,000人 15,000人 15,000人

施設利用者等のサービス向 利用者アンケート結果、満足 利用者アンケート結果、満足 利用者アンケート結果、満足 利用者アンケート結果、満足

上 した人の割合90％以上 した人の割合90％以上 した人の割合90％以上 した人の割合90％以上

民間との協働 美術館実行委員会による企画展 美術館実行委員会による企画展 美術館実行委員会による企画展 美術館実行委員会による企画展

２企画展開催 ２企画展開催 ２企画展開催 ２企画展開催

収支均衡の実現 収益の確保、収益に見合った事業 収益の確保、収益に見合った事業 収益の確保、収益に見合った事業 収益の確保、収益に見合った事業

予算の執行・組織体制の構築 予算の執行・組織体制の構築 予算の執行・組織体制の構築 予算の執行・組織体制の構築

職員の資質向上 特別研修又は基本研修の実施 特別研修又は基本研修の実施 特別研修又は基本研修の実施 特別研修又は基本研修の実施

（アンケート：有益回答75％以上） （アンケート：有益回答75％以上） （アンケート：有益回答75％以上） （アンケート：有益回答75％以上）

自己啓発等助成2人 自己啓発等助成2人 自己啓発等助成2人 自己啓発等助成2人

専門研修各施設1回以上参加 専門研修各施設1回以上参加 専門研修各施設1回以上参加 専門研修各施設1回以上参加

　(注１）　目標の達成年度を記入すること（計画期間を超える場合は「備考」欄に記入）。

　(注２）　記入欄が不足する場合は、適宜追加して記入すること。

美術館教育普及事業の参加者数
13,500人（過去4カ年平均値）

美術館教育普及事業の参加者数
13,600人（前年度目標+100人）

美術館教育普及事業の参加者数
13,700人（前年度目標+100人）

美術館教育普及事業の参加者数
13,800人（前年度目標+100人）

2

3

埋蔵文化財展、公開講座、現地説
明会等の参加者数　1,250人

埋蔵文化財展、公開講座、現地説
明会等の参加者数　1,300人

埋蔵文化財展、公開講座、現地説
明会等の参加者数　1,350人

美術館の観覧者数（常設・企画展）
58,000人

美術館の観覧者数（常設・企画展）
58,000人

美術館の観覧者数（常設・企画展）
58,000人

美術館の観覧者数（常設・企画展）
58,000人

1
文化芸術施設の鑑賞機会
の充実及び普及プログラム
の推進

県民会館自主事業入場者数
18,000人

県民会館自主事業入場者数
18,000人

県民会館自主事業入場者数
18,000人

県民会館自主事業入場者数
18,000人

埋蔵文化財展、公開講座、現地説
明会等の参加者数　1,200人

5

4

4



〔法人が記入〕

６　中期経営目標達成のための具体的な取組内容とスケジュール

No. 目　標 責任者 担当者 具体的な取組内容 令和４年度スケジュール 備　　考

(事業目標）

県民会館
ホール課長
兼事業課長
菅野修一郎

主査
本波　敏

①アンケート調査等による利用者ニーズの把握
②アンケート調査の分析及びそれに基づく事業の企
画実施
③多様な事業を展開
④効果的な広報・ネットによるチケット販売

・アンケート調査の継続
・アンケートに基づく事業企画
・次年度以降における実施可能事業調査・検討
・効果的な広報手段の検討
・効果的なチケット販路調査・検討

県民会館
ホール課長
兼事業課長
菅野修一郎

主査
熊谷揺香

①利用者アンケートの実施
②利用料金や利用者サービスの活用等の広報
③アンケート調査に基づく運営の改善

・利用料金収入64,986千円
・効果的な広報手段の検討及び実施
・効果的な運営改善

博物館
学芸第一課長
金子昭彦

担当者

①県民ニーズを踏まえた魅力ある常設展示や企画
展等の開催
②学校教育と博物館との連携強化など教育普及活
動の充実

①企画展、テーマ展の内容の充実
②季節に応じた常設展示替えの実施
③学習支援活動の充実を図り、学校による博物館利用の促進
④臨時開館日設定など利用者サービスの向上
⑤市町村教育長会議等で博学連携の協力要請

博物館
学芸第二課長
木戸口俊子

担当者

①効果的な資料収集活動の推進と資料の公開
②文化財等の保管・管理
③東日本大震災・津波により被災した文化財等の修
復活動の推進

①資料収集事務処理の効率化とクラウド型システムによるデジ
タルデータの公開
②定期的な館内くん蒸に合わせて、必要に応じて生物学的劣
化防除処理の実施
③陸前高田市立博物館の被災資料の修復・保管の実施

博物館
学芸第三課長
濱田　宏

担当者

①調査研究活動の推進及び成果の公表
②ホームページを活用した広報活動の強化と資料の
公開
③地域及び関係団体と連携した広報活動の推進

①研究協力員との連携による調査研究の推進
②調査研究報告書等の刊行
③ホームページによるきめ細やかな情報提供
④ホームページ、ＳＮＳによる年報、資料収集目録の公開
⑤イベントガイド、子ども新聞の配布、学校関係者へのメール
送信

文化芸術の鑑賞機会や交流
の場の提供

郷土の歴史や文化の理解

1

2
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美術館
学芸普及課長
吉田尊子
総務課長
千田貴浩

担当者
県民のニーズに沿った、かつ高い集客性を見込める
企画展・コレクション展を開催する。

①６テーマ企画展、４テーマコレクション展を開催（通年）
②報道機関と連携した実行委員会方式による２企画展（江口
寿史イラストレーション展・コレクター福富太郎の眼）の運営

美術館
学芸普及課長
吉田尊子

担当者
各展覧会に関連付けた講座やＷＳを企画し、県民の
美術に対する関心を深める。

①内容の新規展開を図りながら関連ＷＳ等を実施（ギャラリー
トーク・コレクショントーク：月２回程度、企画展関連講座：年10
回程度、コレクション展関連講座：年４回程度、アートデオヤコ：
月２回、館長講座：年４回、学芸員講座：年２回、アートシネマ上
映会：年12回ほか）
②アウトリーチ事業を計画的に実施（通年）

美術館
学芸普及課長
吉田尊子
総務課長
千田貴浩

担当者
多様な媒体を活用し、効果的で訴求力のある情報発
信を展開する。

①パブリシティを一層活用し、複合的な広報を展開（通年）
②ＳＮＳツール等を利用した情報発信の強化（通年）

美術館
学芸普及課長
吉田尊子

担当者
芸術文化振興の拠点となるべく、調査・研究活動を
総合的に推進する。

①的確な調査に基づく着実な美術品収集の継続（通年）
②研究テーマ等に係る工程表のブラッシュアップ（通年）

総務課長
千田貴浩

担当者
コロナ対策に留意のうえ、美術館に親しみ、その後
の利用促進につなげられる自主事業を実施する。

①ファミリータイム（月２回）・ナイトミュージアム（数回）の実施
②コンサート事業（数回）・美術館まつり（11/3）の実施

①岩手芸術祭の受託実施
②アンケート調査の実施（10月～3月）
③広報の実施

・実行委員会の運営（親実行委員会3回、部会8回）
・満足度90％以上
・マスコミとの連携による広報の実施（通年）
・ホームページ等の活用（通年）

担当者文化財の保存管理と活用の推進 公共事業等に係る文化財調査の推進

埋蔵文化財セ
ンター
参事兼調査課
長
金子佐知子

主任主査
千葉達也

3

4

5

文化芸術と県民との交流支援

文化芸術施設の鑑賞機会の
充実

6

総務部
総務課長
平井孝典

各委託事業者からの発掘調査の受託と正確・迅速な事業実施

5



(経営改善目標）

県民会館
ホール課長
兼事業課長
菅野修一郎

主査
本波　敏

県民が平等に文化芸術を鑑賞できる時空の創出
①事業ごとのアンケート調査を基に、事業運営の改
善・次年度以降の事業企画
②社会貢献に繋がる取組
③外部資金の導入

・県民ニーズを反映した事業実施
・次年度以降の事業の企画立案
・東日本大震災被災地支援
・要福祉的介護者招待事業
・協賛企業からの外部資金（協賛金）の確保

埋蔵文化財セ
ンター
参事兼調査課
長
金子佐知子

埋蔵文化財
センター
主幹兼課長
補佐
高木晃

埋蔵文化財関連事業における参加者数の確保と満
足度の向上
①報道機関等情報メディアの積極活用
②教育行政機関及び教育現場との連携
③アンケート等による参加者ニーズの把握

①報道各社への情報提供及びＨＰ・イベントバンク等への情報
掲載
②県・市町村教育委員会及び学校現場への広報
③アンケート調査の実施及び結果分析

博物館
学芸第三課長
濱田　宏

担当者

生涯学習の支援、中でも学校授業の支援、博物館利
用の推進を図るため、より充実した教育普及事業の
展開
①学校と連携を図り、出前講座や博物館資料の貸出
等教育活動支援を積極的に推進
②タイムリーで関心の高いテーマの講演会、講座や
観察会等を開催
③学校との連携による体験型教育普及事業の充実
④多彩な自主事業の展開

①「博物館利用の手引き」の作成、配布
②文化講演会、県博日曜講座、自然観察会等の開催
③体験教室の設置、被災資料修復作業体験の実施
④博物館まつり、ミュージアムコンサート等の開催

　(注）　記入欄が不足する場合は、適宜追加して記入すること。

収支均衡の実現
収益の確保に努めるとともに、収益に見合った事業
執行や組織体制を構築し、事業団会計全体の収支
均衡に努める。

各事業所
担当者

①魅力ある企画展や教育普及事業の企画・実施
②アンケート等による利用者ニーズの把握
③アンケート実績を踏まえた事業の企画・実施
④ＰＲ活動の強化

①質の高い、ユニークな企画展、教育普及事業の開催
②複数ポイントでのアンケートの実施
③アンケート結果の分析、情報の共有化
④関係機関との連携によるＰＲの強化
⑤臨時開館・開館時間の延長等の弾力的運用

担当者

①事業団予算の策定、赤字想定部門の精査（3月）
②委託料の増額、補助金申請等による収益の確保（～10月）
③予算執行状況確認（10月）、収支均衡の徹底（12月～2月）

①外部機関（産業技術大学校）研修の受講奨励・経費負担（3
月）
②自己啓発助成制度により職員の業務遂行能力育成を支援

各施設年1回以上参加
各事業所
総務課長

総務課
主任
藤村恵玉

担当者

総務部
総務課長
平井孝典

総務課
主任主査
千葉達也

総務部
総務課長
平井孝典

職員育成ビジョン等に基づく基本研修（外部機関研
修）の実施
自己啓発助成制度により職員の業務遂行能力育成
を支援（目標:2人）

職員育成ビジョン等に基づき、国・専門機関等が開
催する研修への参加

文化芸術施設の鑑賞機会の
充
実及び普及プログラムの推進

施設利用者等サービスの向上

美術館
学芸普及課長
吉田尊子
総務課長
千田貴浩

5

4

民間との協働

職員の資質向上

県民のニーズに沿った、かつ高い集客性を見込める
企画展・コレクション展を開催する。

①６テーマ企画展、４テーマコレクション展を開催
②実行委員会方式による２企画展の運営
　・協賛金制度の拡充

1

2

3

各事業所の総
務課長

5



（単位：人）

元年度
（実績）

２年度
（実績）

３年度
（実績（見込））

４年度
(計画)

県派遣職員 1 1 1 1

県職専免

県職員ＯＢ 3 4 4 4

その他 1 1 1

小　計　① 4 6 6 6

県派遣職員

県職専免

県職員ＯＢ 3 2 2 2

その他 4 3 3 3

小　計　② 7 5 5 5

プロパー職員 48 48 49 48

県派遣職員 20 21 21 21

県職員ＯＢ 7 5 4 4

その他 27 26 30 63

小　計　③ 102 100 104 136

プロパー職員

県派遣職員

県職員ＯＢ

その他 79 55 60 17

小　計　④ 79 55 60 17

192 166 175 164

(注２) 実績については7月1日現在、計画については4月1日現在の予定で記入のこと。

非
常
勤
役
員

非
常
勤
職
員

７　役・職員数 〔法人が記入〕

項目

(注１) 常勤監事及び非常勤監事も役員に含む。

計（①～④）

常
勤
役
員

常
勤
職
員

備　　　　考

(注３) プロパー職員：法人直接雇用の常勤無期職員。

(注４) その他：プロパー、県派遣、県OB以外で、他団体派遣職員や法人直接雇用の有期職員等（臨時職員も含む）。
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（単位：千円）

　　　　　　　　

212,190千円 　　　　　　　　

26,376千円

大・中ホール舞台幕交換工事 33,770千円

中ホール照明卓更新工事 34,100千円

5,796千円

スプリンクラー設置工事 2,145千円

40,000千円

60,000千円

25,080千円

16,610千円

　　　　　　　　

6,652千円 　　　　　　　　

9,903千円 　　　　　　　　

38,000千円

18,000千円

中央監視システム更新（３回目） 32,230千円

5,610千円

7,590千円 　　　　　　　　

　　　　　　　　

10,161千円 　　　　　　　　

7,150千円 　　　　　　　　

40,000千円

スクリュー冷凍機更新 12,934千円

27,090千円

　　　　　　　　

110,792千円 　　　　　　　　

100,000千円

100,000千円

13,871千円 　　　　　　　　

26,719千円 　　　　　　　　

(注１）　設備投資は概ね1,000千円以上、大規模修繕は概ね5,000千円以上とする。

指紋認証装置更新 

（美術館）

受変電設備更新

ホール吊り天井調査業務

（博物館） 気化式加湿機

（美術館）

（美術館）

実施年度：２年度(実績(見込))

（県民会館）

直流電源装置更新

避難誘導灯ほか改修工事

喫煙室専用工事

冷却塔更新

非常用発電機更新

中央監視システム更新（２回目）

空気調和器修繕

実施年度：元年度(実績)

屋上防水シート及び外壁改修工事

情報システム機器更新

受電室・変電室空調機更新工事

ロビー等監視モニター更新工事

（県民会館）

（博物館）

８　設備投資計画及び大規模修繕計画 〔法人が記入〕

実施年度及び計画の概要 左記の資金調達

実施年度：４年度(計画)

実施年度：３年度(計画)

（県民会館） 南側玄関庇工事設計業務

（博物館） 民家耐震改修工事

空気調和器修繕（１回目）

非常用放送設備更新（美術館）

大・中ホールカメラ・モニター等
ＩＴＶ設備更新工事業務

（県民会館）

（博物館） 外構床タイル工事

屋上防水工事
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９　委託料、補助金等の見込み 〔法人が記入〕

（単位：千円）

元年度
（実績）

２年度
(実績)

３年度
(実績)

４年度
(計画)

1,547,840 1,215,292 1,118,527 1,220,791

620,988 692,866 645,362 521,581

6,676 19,115 20,234 1,240

うち県からの補助金 0 17,675 18,952 0

うち運営費相当額 0 0 0 0

569,804 602,694 592,554 585,376

569,804 602,694 592,554 585,376

１０　長期借入金の見込み 〔法人が記入〕

（単位：千円）

元年度
（実績）

２年度
(実績（見込）)

３年度
(計画)

４年度
(計画)

0 0 0 0

うち県からの借入残高 0 0 0 0

0 0 0 0

うち県からの借入額 0 0 0 0

0 0 0 0

うち県への償還額 0 0 0 0

0 0 0 0

うち県からの借入残高 0 0 0 0

１１　県による損失補償残高の見込み 〔法人が記入〕

（単位：千円）

元年度
（実績）

２年度
(実績（見込）)

３年度
(計画)

４年度
(計画)

0 0 0 0

１２　短期借入金の見込み 〔法人が記入〕

（単位：千円）

元年度
（実績）

２年度
(実績（見込）)

３年度
(計画)

４年度
(計画)

0 0 0 0

うち県からの借入残高 0 0 0 0

0 0 0 0

うち県からの借入額 0 0 0 0

0 0 0 0

うち県への償還額 0 0 0 0

0 0 0 0

うち県からの借入残高 0 0 0 0

項　目

受託事業収入

補助金収入

うち県からの委託料

項　目

項　目

前年度末借入残高

当該年度借入額（新規）

当該年度元金償還額

指定管理事業収入

うち県からの指定管理料

項　目

前年度末借入残高

当該年度借入額（新規）

当該年度元金償還額

当該年度末借入残高

当該年度末借入残高

県の損失補償残高

備　　　　　考

備　　　　　考

備　　　　　考

備　　　　　考
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（公益法人）

１３　正味財産増減計算書 〔法人が記入〕
（単位：千円）

項　　　　　　　目
元年度
（実績）

２年度
（実績）

３年度
（実績）

増減分析
４年度
(計画)

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１　経常増減の部

　　(1)　経常収益

　　　①基本財産運用益 70 50 70 70

　　　②特定資産運用益 6,096 5,367 5,586 4,923

　　　③事業収益 2,237,296 1,859,996 1,787,385 発掘調査受託料の減 1,945,396

　　　④受取補助金等 6,235 18,300 38,572 県民会館鑑賞型２事業への民間団体からの助成 1,270

　　　⑤受取負担金 17,334 14,932 5,609 他団体派遣職員（給与等負担金）の減少 6,626

　　　⑥受取寄付金 9,758 4,330 3,754 15,080

　　　⑤雑収益 3,178 4,469 2,144 1,121

　　　〔経常収益計〕 2,279,967 1,907,444 1,843,120 1,974,486

　　(2)　経常費用

　　　①事業費 2,233,049 1,826,720 1,814,155 2,010,186

　　　②管理費 18,387 28,206 14,422 共通経費の各会計配賦率の見直し 18,960

　　　〔経常費用計〕 2,251,436 1,854,926 1,828,577 2,029,146

　 【当期経常増減額】 28,531 52,518 14,543 -54,660

　２　経常外増減の部

　　(1)　経常外収益

　　　①固定資産売却益

　　　〔経常外収益計〕 17,370 リース資産に係る過年度減価償却費の減少

　　(2)　経常外費用

　　　①固定資産売却損

　　　②博物館不適切事案調査費 1,506 5,558 8,964 0

　　　〔経常外費用計〕 1,506 5,558 8,964 0

 【当期経常外増減額】 -1,506 11,812 -8,964 0

法人税、住民税及び事業税 1,785 5,747 3,134 0

当期一般正味財産増減額 25,240 58,583 2,445 -54,660

一般正味財産期首残高 221,914 247,153 305,736 282,793

一般正味財産期末残高 247,154 305,736 308,181 228,133

Ⅱ指定正味財産増減の部

　　①受取補助金等

　　②一般正味財産への振替額 9,288 4,130 3,490 15,000

【当期指定正味財産増減額】 -9,288 -4,130 -3,490 -15,000

指定正味財産期首残高 915,795 906,507 902,377 897,349

指定正味財産期末残高 906,507 902,377 898,887 882,349

Ⅲ　正味財産期末残高 1,153,661 1,208,113 1,207,068 1,110,482

注　正味財産増減計算書の様式については、公益法人会計基準(平成16年10月14日改正又は平成20年4月11日改正）に基づく法人ごとの財務諸表の作成に応じ、本様式を参考に（任意に変更可）記入のこと。

積算根拠

資本金１千万円の運用益

文化振興基金の運用益

発掘調査受託料（調査面積）の増

文化施設利用促進事業（補助事業）の終了

主に事業収益等の増に伴う支出の増

文化振興基金取崩（15,000千円を限度）

令和3年度で調査終了
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