
No. 大項目 中項目 区分 小項目 チェック内容 目標値 評価結果
1 使命と計画

①使命

共通(館） A. 使命の明文化 館の使命を明文化して掲示しているか Yes　総合案内と資料館，HPに掲示している。

むら（全員） B. 使命の認識
館の使命を職員が認識して業務を行ってい
るか

●Yes　58人，No　1人(総数82）

②中長期計画

共通(館）
A. 13の大項目の目標設
定の有無と，具体的計画
及び重点事業の構築

各大項目の目標を中長期のスパンで設定
し，具体的計画及び重点事業を予算化し，
実施しているか

共通(館）
B. 目標の館内周知・
共通理解徹底の実施

個々の目標を職員が周知し共通認識してい
るか

むら（館）
C. その後の事業への
活用

目標値の達成状況をその後の事業に活用し
ているか

4.まあまあ活用している。

③評価の実施

共通(館）
A. 自己評価（事業活動
および業務運営）

職員（含技術員・解説員・補助員等）がそれ
ぞれの部署で適切な自己評価を行っている
か

Yes 　各演目について事業実施記録を作り、評価を行ってい
る。

共通(館） B. 第三者評価
博物館協議会等の外部評価を適切な項目
（内容）で行っているか

Yes　アドバイザー会議や外部評価で行っている。

共通(館） C. 評価の反映
上記の各評価が各館使命に基づくP.D.C.A.
サイクルに反映されているか

Yes　事業実施記録に基づいて事業に反映させている。

2 組織と運営等
①組織・人員

共通(庶務）
A. 危機管理・防災体
制

危機管理・防災体制が組織的（マニュアルの
作成及び実地訓練等）に行われているか

Yes　危機管理（地震・火災・不審者侵入）マニュアル作成と防
災実施訓練を行っている。

共通(館） B. 個人情報の管理
個人情報に関するデータ管理が適切に行わ
れているか

yesをめざす。 Yes　年度毎に個人情報を破棄するよう、気をつけている。

共通(館） C. 職員研修

運営・事業・博物館全般・21世紀の博物館像等に
関する，県主催研修，各種博物館協会研修，各
館研修および学会等外部機関等の内外の研修
に対して，博物館職員が積極的に参加できる体
制がとられているか

Yes　参加できる体制をとっているが，仕事の都合で参加でき
ないこともあり、今後の改善が必要といえる。

共通(館）
D.博物館倫理規定の
遵守

博物館倫理規定を配布し，職員間で理解を図っ
ているか

yesをめざす。 Yes　前年度まで博物館倫理規定の配布は行っていなかった
が、前年度末と今年度配布した。職員間の理解は課題である。

むら（全員）
E. 年休や特別休暇の
消化

職員等（職員及び期間雇用職員）が年休や
特別休暇を取れているか

●Yes 46人 ，No14人　（総数82）　　　　　期間雇用職
員の多くは取れていると答え、職員ではNOが多く、問題がある
ように思われる。

むら（全員） F. 時間外勤務
職員の時間外勤務が異常に多くなっていな
いか

Yes10人 ，●No43人　（総数82）　　　期間雇用職員は
NOが多く、職員はYESが多かった。

むら（館）
G. 館の活動全体に関
する研修

職員等に対して，館の活動全体に関する研
修を行っているか

Yes　職員研修を行っている。

千葉県立
房総のむら

①事業等の年次計画はあるか。Yes
②事業等の優先順位を付けているか。Yes
③実施までをスケジュール化し，予算要求等を
行っているか。Yes
④職員に周知しているか。Yes
⑤事業実施に至っているか。No　年次計画等はあるが
予算がつかないため，１００％の事業実施ができていない。

自己評価結果



No. 大項目 中項目 区分 小項目 チェック内容 目標値 評価結果

千葉県立
房総のむら

自己評価結果

2 組織と運営等
②県民ニーズに則した運営

共通(普及） A. 利用者数 当該年度の利用者数は何人であったか

①総入館者数
22万人・参加体
験事業参加者
総数5万５千人
をめざす

①利用者数に関して，総人数，小中高大学生，65
歳以上，団体等の分類で算出する。
総入館者数：226,701人，　個人：178,710人，　団体
数：910団体，　団体人数：47,991人，一般：81,095
人，高大生：3,367人，乳幼児：11,160人，小中生：
56,859人，65歳以上：74,220人，情報問い合わせ
件数：14,698件，参加体験事業参加者総数：74,274
人，H.P.アクセス数：149,726件，資料閲覧件数：22
件
②上記の各分類別の対前年度比を算出する。
総入館者数：111.8％，個人：112.1％，　団体数：
93.1％，　団体人数：110.7％，一般：120.3％，高大
生：109.7％，乳幼児：125.0％，小中生：108.7％，65
歳以上：108.9％，情報問い合わせ件数：不明，参
加体験事業参加者総数：144.0％，H.P.アクセス数：
不明，資料閲覧件数：88％

共通(館）

B. 利用者満足度，
ニーズなどマーケティ
ング調査

アンケート等により，マーケティング調査を
行っているか

Yes　アンケートを実施している。

むら（館）
C. 来館者の聞き取り
調査

来館者の聞き取り調査を行っているか。 Yes　随時聞き取りを行ったが、データ化することができなかっ
た。

むら（館）
D. ホームページなどで
の調査

ホームページなどで広く県民の意見を聞い
ているか

Yes　ホームページに意見や感想を寄せることができ、適宜対
応している。

むら（館）
E. アンケート調査結果
の反映

アンケート調査などの結果を業務内容に反
映させているか

Yes　問題があれば迅速に対応し，その結果を業務内容に反
映させている。

むら（館）
F. 博物館協議会意見
の反映

博物館協議会の意見を業務内容に反映させ
ているか

Yes　協議会開催毎に行っている。

③情報公開

共通(館） A. 協議会の公開

共通(館）
B. 使命，目標，計画な
どの方針公開

共通(館） C. 評価結果の公開

3 施設，設備
①施設設備の維持・管理

共通(管理）
A. 定期点検の実施の
有無

各種定期点検が計画通り行われているか

共通(管理） B. 改修・保全 改修・保全が適切に行われているか

共通(管理） C. 安全衛生の管理 安全衛生の管理が適切に行われているか

①改修・改善箇所を把握しているか。Yes
②改修・改善の実施計画を年度別に構築している
か。Yes③計画通りに実施されているか。No④安
全衛生の管理が適切に行われているか。Yes
改修，改善箇所の実施計画を立て予算要求しているが，計画
通りには実施されていない。

館内掲示およびホームページ等を活用して
適切な情報公開が行われ，透明性が図られ
ているか

①協議会の情報を公開しているか。Yes
②使命，目標，計画等を公開しているか。Yes　③
評価結果を公開しているか。Yes　18年度から実施
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千葉県立
房総のむら

自己評価結果

3 施設，設備
②アメニティーの向上

共通(管理） A. バリアフリー
各館使命に基づいた施設のバリアフリー対
策，万人に対応した受け入れ態勢がとられ
ているか

yesをめざす。
No　総合案内（受付），資料館一階，トイレ等では対策を講じ
ているが，他の施設はほとんど講じていない。景観再現という
観点から難しい。

共通(館） B. アクセス

公共交通機関が効果的に機能しているか
（含誘致），　また，駐車場の確保が行われ
ているか，さらに，アクセスの案内（サイン・イ
ンフォメーション）が迅速にかつ分かりやすく
行われているか

④yesをめざ
す。

①公共交通機関が効果的に機能しているか（含誘
致）。No　②駐車場の確保が行われているか。Yes
③交通関連等のサインが適切に配置されている
か。Yes　④館へのアクセスのインフォメーションが
迅速かつ分かりやすく行われているか。No　シャトル
バスの誘致を現在進めている。

共通(館）
C. ミュージアムショッ
プ

商品の質，数，料金，管理，迅速さ，接客等
が満足できるかどうか，また，アンケート調
査等で来館者ニーズを把握しているか

yesをめざす。
No　伝統的工芸品中心の販売で，質はよいが売れ筋ではな
いというのが実体であり、販売システムも古く、今後の課題とい
える。

むら（館） D. レストランの確保 レストランの確保はなされたか 実施 Yes　今年度より食体験を実施している。

4 財源
①予算の確保

共通(管理）
A. 総予算に対する事
業費の比率

総予算をもとに計画的（常にP.D.C.A.を行い
ながら）な事業予算配分が行われているか

・事業費/総経費11.4％，前年度比＋3.3％

共通(管理） B. 入場料収入
当初入場料収入計画に対する実際の入場
料収入の達成率はどうであったか

入場料収入２３
８０万円

・入場料収入/当初見込額82％，前年度比108.1％
当初見込額には届かなかったが、団体有料入館者数の増加等
の影響により収入は増えた。

共通(管理） C. その他の収入 その他の事業収入はどうであったか
事業収入３千万
円

・事業収入：42,590,182円　入館者増に伴い、体験料・工
芸品販売・撮影等で見込額を大きく上回った。

②館独自の財源獲得

共通(管理）
A. 外部助成金等の獲
得

外部助成金等を効果的に獲得しているか

①外部助成金等（含県関連財団）を申請している
か。Yes　②外部助成金等（含県関連財団）を獲得
しているか。Yes　③獲得件数：1件・獲得金額：
1,366,720円　「地域教育力再生プラン」事業

5 収集，保存及び活用
①資料収集

共通(資料） A. 収集点数
当該年度に収集した資料点数は何件・何点
か

・件数：1件，点数：1点　絵葉書資料一括

共通(資料） B. コンプライアンス
収集手続き（関連書類作成）等が滞りなく行
われているか

Yes

共通(資料）
C. 寄託・寄付・購入点
数

寄託・寄付・購入を受けた件数は何件・何点
か

①受託件数0件，点数：0点
②寄付件数1件，点数：1点
③購入した資料件数：0件，点数：0点

②資料保存

共通(資料） A. 保存処理
資料の保存処理が適切に行われているか
（含予算化）

①資料の保存処理が適切に行われているか。Yes
②保存処理の予算要求を行っているか。No

共通(資料） B. 修復
資料の修復作業が適切に行われているか
（含予算化）

yesをめざす。
①資料の修復作業が適切に行われているか。No
体験事業を優先した結果、作業が進捗していない。

②修復作業の予算要求を行っているか。Yes
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千葉県立
房総のむら

自己評価結果

5 収集，保存及び活用
②資料保存

共通(資料）
C. 収蔵資料の維持管
理

定期的に維持管理等が行われているか yesをめざす。

①定期的に維持管理が行われているか。No　②収
蔵庫の温湿度管理が適切に行われているか。No
冷暖房設備はない。　　　　　        　　　　　　　　　　　　③
収蔵庫の入出者等の管理が行われているか。Yes

むら（資料）
D. 資料保管施設・設
備の整備

資料を安全かつ良好な状態で保管できる施
設・設備が整備されているか

yesをめざす。 No　民俗資料は付属施設や農家で保管。

③資料管理

共通(資料） A. 収蔵点数 収蔵資料の点数は何件・何点か ・件数：-件，点数：4,769点，10,605箱

共通(資料）
B. 登録（台帳記入，
カードの記入）

収蔵している資料の管理が適切に行われて
いるか

・登録点数/収蔵点数：100　％

④資料活用

共通(資料）
A. 貸し出し（博物館，学
校，県民，マスコミ，研究
および展示）

要望に対して資料の貸し出し等を行っている
か

①要望に対して資料の貸し出し等を行っている
か。Yes
②件数：60件，　前年度比：140％

⑤一般図書管理

共通(普及） A. 収蔵図書の冊数 収蔵図書の冊数は何冊か
・収蔵冊数：46,208冊

共通(普及）
B. 購入・寄贈図書の
冊数

新たに収蔵した図書の冊数は何冊か
・購入冊数：0冊　図書購入費はゼロ。

・寄贈冊数：959冊

⑥映像・音響資料

共通(資料） A. 収蔵点数 映像・音響資料の点数は何件・何点か 映像・音響資料数46件・46点

共通(資料）
B. 登録（台帳，カードの
記入）

収蔵している資料の管理が適切に行われて
いるか

登録点数／収蔵点数　100％

6 調査・研究
①調査事業

共通(管理・事
業） A. 調査事業の件数

当館の使命に基づいた調査・研究を計画的
に行っているか

No・件数：6　大規模な調査・研究はできていないのが現状
で、個人の能力に頼っている部分が大きくなっている。

②外部との調査・研究

共通(館）
A. 外部との調査研究
の件数

外部団体等と共同して調査研究を行ってい
るか

No，0件，-

③研究成果の発表

共通(管理・事
業） A. 展示への反映

研究成果を常設展・企画展等の企画に反映
させているか

Yes3人 ，●No6人　（総数15）
・企画数9件，前年度比-18％　業務に追われて資料調
査や調査研究が難しい場合が多い。

共通(管理・事
業）

B. 新聞，雑誌等マスコ
ミ掲載

研究成果をマスコミ等へ情報提供し，掲載さ
れているか

No・件数6件，前年度比　＋50％

むら（館） C. 調査報告書
研究成果を発表する調査報告書を刊行して
いるか

No　職員数減により、今年度は基礎調査のみ。

7 展示
①常設展示

共通(館）
A. 展示更新回数・点
数

計画的な展示替えが行われているか

①展示替えに関しての計画があるか。Yes
②計画通りに展示替えが行われているか。Yes
③年間更新回数：数えられない　建物内の展示を演目
等毎に変えるため，数えられない。
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千葉県立
房総のむら

自己評価結果

7 展示
①常設展示

共通(普及・事
業課） B. 展示手法の改善

効果的な展示手法を導入しているか（ものを
見せることの工夫をしているか）

①分かりやすい展示（おもしろい展示，興味ある展
示等）であったか。4.分かりやすい等　②ピアレ
ビューを行うことにより，学芸員の資質向上に努め
ているか。No　③入場料金は適切であったか。適
切　来館者の意見集計による。

共通(館）
C. 展示保守・管理状
況

計画的な保守や管理が行われているか yesをめざす。

①保守や管理の計画があるか。Yes　②計画通り
行われているか。No　③保守・管理のための予算
要求を行っているか。Yes
予算要求をしているが、計画通りには行われていない。④展
示中の事故はなかったか（職員・来館者）あった
ズズメバチに刺される事故があった。

②企画展示（入場料の変更が必要な展示）

共通(館）
A. 入場者情報（数，年
齢，地域など）

入場者の動向把握を行っているか Yes

共通(企画展担
当） B. 満足度 来館者が企画展示に満足しているか

①4.良かった　5.4.が大多数。

②入場料金は　適切

③出前展示

共通(事業課） A. 展示企画数
何回展示企画を行い実施したか，または展
示の要望があったか

・企画数（実施数でも可）：2件　要望数：2　移動博物
館－酒々井小学校、湖北小学校

共通(普及） B. 満足度 利用者が満足しているか
アンケート調査による5段階評価
アンケートを実施していない。　代わりに感想文をもらっ
ている。

④他館との合同企画による展示

共通(事業） A. 展示企画数
何回展示企画を行い実施したか，併せて
ネットワークを活用した企画であったか

①企画数：3件 ，要望数：3件
②展示に関連した事業を実施しているか。
Yes

共通(普及） B. 満足度 来館者が満足しているか
①来館者が企画展示に満足しているか。4.良かっ
た。
②入場料金は：適切

⑤その他館内展示（屋外展示，トピックスなど小展示）

むら（事業課） A. 展示企画数
何回展示企画を行い実施したか，また展示
の要望があったか

企画数：8件，要望数0件

むら（普及） B. 満足度 利用者が満足しているか アンケート調査による5段階評価：4.良かった。

8 参加体験事業
①体験学習・ワークショップ・イベント・観察会・講座・連携事業等

共通(普及） A. 体験学習等の回数
各館使命に基づいた体験学習等をどのくら
い行っているか

335演目 ・実施回数：335演目，前年度比-5％　随時受付もあ
り，回数を正確に出すことは不可能なので演目数で答えた。

共通(普及）
B. 体験学習等の参加
者数

個々の事業に参加した人数は何人か
参加者数55,000
人

参加者数：74,274人，定員に対する達成率：-％　事
業毎の参加者数は把握しているが記載不能なので、総数で回
答。達成率は定員が無い演目があり，不可能。

共通(普及） C. 満足度 参加者は満足しているか
アンケート調査による5段階評価：5.非常に良かっ
た。



No. 大項目 中項目 区分 小項目 チェック内容 目標値 評価結果

千葉県立
房総のむら

自己評価結果

8 教育普及事業
①体験学習・ワークショップ・イベント・観察会・講座・連携事業等

共通(館） D. 事後指導
継続的な学習支援の体系が構築されている
か Yes

共通(館） E. 資料やワークシート
必要な資料やワークシートが用意されている
か Yes

②講演会

共通(普及） A. 講演会の回数
各館使命に基づいた講演会をどのくらい
行っているか

・実施回数：19回，前年度比：211％　考古学講座を開
催したため、倍増した。

共通(普及） B. 講演会の参加者数 講演会に参加した人数は何人か 参加者数：303人，定員に対する達成率：　30％

共通(講演会担
当） C. 満足度 参加者は満足しているか

アンケート調査による5段階評価：5.非常に良かっ
た。

共通(講演会） D. 事後指導
継続的な学習支援の体系が構築されている
か Yes

共通(講演会） E. 資料やワークシート
必要な資料やワークシートが用意されている
か Yes

むら（講演会） F. 準備 準備は円滑に行われているか 5　非常に円滑に行われている。

むら（講演会）
G. 参加者増加への工
夫

参加者が増えるよう工夫しているか 5　大変工夫している。

むら（講演会）
H. 参加者満足への工
夫

参加者が満足するよう工夫しているか 5　非常に工夫している。

③体験学習

むら（普及） A. 総演目数
総演目数（実演・当日体験・予約体験）の増
減

335演目，前年度比-16演目

むら（普・事） B. 演目の実施回数
演目の実施回数（実演・当日体験・予約体
験）の増減

集計不能

むら（普及） C. 体験者数 体験者数。（増減） 55,000人 74,274人，前年度比＋22,690人

むら（普及） D. 新規演目数 新規演目数。（実演・当日体験・予約体験） 23演目

むら（館） E. 体験の満足度調査 体験の満足度調査を行っているか No　各演目でのアンケート実施は行っていない。

むら（普・事）
F. 伝統的技術の理解
に向けた指導

伝統的技術などに関する理解に向けた指導
を行っているか（予約体験）

5.きちんと行っている。

むら（普及） G. 団体体験の実施数 団体体験の実施数（増減） 10演目，前年度比：-2演目

むら（普及）
H. 団体経験の参加者
数

団体体験の参加者数（増減） 21,866人，前年度比：+9,560人

むら（普及） I. 団体体験の工夫
団体体験が申し込みやすいように工夫して
いるか

5.きちんと行っている。

むら（全員） J. 体験の準備 業務の準備は円滑に行われているか
5：13人，●4：32人，3：14人，2：1人，1：0人　（総数
82）

むら（全員）
K. 体験者増加への工
夫

体験者が増えるように工夫しているか
5：20人，●4：25人，3：11人，2：1人，1：0人　（総数
82）

むら（全員） L. 体験指導の工夫 来館者への説明方法を工夫しているか
5：19人，●4：25人，3：10人，2：3人，1：0人　（総数
82）

むら（全員） M体験満足への工夫
体験者及び来館者が満足するように工夫し
ているか

5：19人，●4：33人，3：7人，2：0人，1：0人　（総数
82）

④イベント 春のまつり・秋のまつり・ふるさとまつりなど

むら（館） A. イベントの回数 何回実施したか（増減） 3回，前年度比：±0回

8 教育普及事業
④イベント 春のまつり・秋のまつり・ふるさとまつりなど

むら（普及） B. イベントの参加者数 イベントの入館者数は何名だったか（増減）

春のまつり３万
人、秋のまつり１
万人、ふるさとま
つり１万人

春のまつり：入場者数30,960人　前年度比：197％，
秋のまつり：5,847人　前年度比：304％，ふるさとま
つり：13,626人　前年度比：134％

むら（全員）
C. イベントの楽しさの
演出

まつりらしい楽しさを演出する工夫をしてい
るか

5：9人，●4：27人，3：16人，2：1人，1：1人　（総数
82）

むら（全員） D. イベントの準備 準備は円滑に行われているか
●5：21人，4：18人，3：13人，2：7人，1：1人 （総数
82）

むら（全員）
E. イベントの参加者増
加への工夫

参加者が増えるように工夫しているか
5：15人，●4：26人，3：12人，2：1人，1：1人，無回
答：27人

むら（全員）
F. イベントの参加者へ
の指導方法の工夫

来館者への指導方法を工夫しているか
5：13人，●4：26人，3：13人，2：2人，1：1人　（総数
82）

むら（全員）
G. イベントの参加者満
足への工夫

来館者が満足するように工夫しているか
●5：21人，●4：21人，3：13人，2：4人，1：1人　（総
数82）
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千葉県立
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⑤観察会・見学会など 里山観察会，町並み探検隊，むら探検，資料館ﾜｰｸｼｰﾄ等

むら（普、事） A. 回数 何回実施したか（増減） 合計223回　前年度比：＋184回　　　演目増加による

むら（普及） B. 参加者数 参加者は何名だったか（増減） ・参加者数：合計12,073人　前年度比：＋10217人
演目増加による

むら（普、事） C. 事前準備 事前準備は円滑に行われているか 5.非常に円滑に行われている。

むら（普、事）
D. 参加者増加への工
夫

参加者が増えるように工夫しているか 4.まあまあ工夫している。

むら（普、事）
E. 参加者満足への工
夫

参加者が満足するように工夫しているか 4.まあまあ工夫している。

9 情報の発信
①県民への直接的情報提供

共通(普及）
A. 電話・来館面接・電
子メール等の質問

県民からの問い合わせ等に的確に対応して
いるか

Yes　対応件数：14,698件　どこまでを数えるのか相互理
解が困難。

②メディアへの情報発信件数

共通(普及） A. 発信/掲載件数
メディアへ館事業の情報を定期的に提供し
ているか

①Yes　発信件数：384件，掲載件数：165件
②メディアからの協力要請に対応しているか　Yes
対応件数：109件　掲載，対応件数は正確な把握が難し
い。

③ホームページ

共通(情報）

A. ホームページの更
新件数，アクセス数，
資料検索システムの
登録件数

定期的な更新がなされているか，アクセス数
はどのくらいか，資料検索システムの登録件
数はどのくあいか

①HP更新件数：152回　②アクセス件数：149,726件
前年不明　③資料検索システムの登録件数42､
960件，前年度比：＋0.1％　HPの更新等を行った結果が

アクセス数に結びついた。

④印刷物の刊行

共通(普及）
A.印刷物による情報提
供

館事業等の情報を計画的に適切な時期を
もって行っているか

①印刷物等の刊行により，館事業の情報提供及
び広報活動を計画的に適切な時期をもって行って
いるか。Yes
②種類：約10種類　どれを数えるか難しい。

9 情報の発信
⑤図書室の公開

共通(普及） A. 図書資料の閲覧
図書の閲覧がスムーズに行われるシステム
になっているか

①図書の閲覧が行われているか。Yes
②利用者数　不明　資料館で一部開架式で図書の閲覧を
行っている。

10 県民参画
①県民との協働

共通(ボランティ
ア担当） A. ボランティア

ボランティアを効果的に配置し，活用するシ
ステムが構築されているか

500人
①Yes　②ボランティア人数：297人，前年度比：
59％　③活動日数：269日　昨年度はたて穴住居建築が
あり多かった。今年度新たに演目を増やしたが減少した。

共通(普、事）
B. 県民からの情報提
供

県民からの情報が効果的に収集できるシス
テムが構築されており，活用されているか

①県民からの情報を取り入れているかYes
②情報件数：10件，前年度比：不明

むら（友の会） C. 友の会 友の会はあるか Yes

むら（館） D. 友の会会員数 友の会の会員数（増減） 86人，前年度比：85％

むら（館）
E. 友の会との協働事
業

友の会と協働した事業を行っているか Yes　ふるさとまつりを実施

むら（館）
F . ボランティア，友の
会の担当部署

ボランティア・友の会の担当部署があるか Yes

②ＮＰＯ・外部機関との連携・調査

共通(普及、事
業課）

A. NPO・外部機関の
研究会との連携・調査

連携・調査のシステム（受け入れ態勢等）が
構築されており，効果的な連携が行えるよう
になっているか

0件
①Yes
②連携・調査件数は何件か・件数：1件，前年度
比：200％

11 人材育成
①博物館実習

共通(普及）
A. 博物館実習の回
数・人数

博物館実習を行っているか
①Yes
②実施人数：8人
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千葉県立
房総のむら

自己評価結果

11 人材育成
②外部依頼講師（大学，行政研修会など他組織）

共通(普、事）
A. 外部依頼講師の回
数・人数

外部への講師派遣等の要望があるか，ま
た，的確な支援体制が構築されているか

①Yes　②件数：3件，前年度比133％
③人数：3人，前年度比100％

③教員研修

共通(普及）
A. 教員研修の回数・
人数

教員研修を行っているか
①Yes ②件数：4件，前年度比200％
③人数：6人，前年度比300％

④職場体験学習・インターンシップ

共通(普及）

A. 職場体験学習・イン
ターンシップの回数・
人数

職場体験等を受け入れているか
①Yes　②件数：5件，前年度比500％
③人数：10人，前年度比1000％

⑤ボランティア育成

共通(ボランティ
ア担当）

A. ボランティア育成の
研修回数・人数

ボランティア育成のための研修が行われて
いるか

実施予定
①Yes　②件数：10件，前年度比-％
③人数：10人，前年度比-％

⑥博物館職員の研修

共通(館） A内部研修の実施 内部研修の実施 Yes　全員が受ける伝達講習会が年数回開催される。

12 学習支援
①常設展示・企画展示等の活用

共通(普及）
A. 常設展示・企画展
示等の解説回数・人数

定期的な解説や要望に応じるシステムに
なっているか

①Yes　②回数：合計238回，前年度比不明％
③人数：12,415人前年度比-％　実際にはもっと多く実
施しているが、カウントしきれない。新規演目を増やしたため増
加した。

②講座・講演会活動

共通(普、事）
A. 講座・講演会の回
数・人数

要望に応じるシステムになっているか
①Yes　②回数：1回，前年度比50％
③人数：1人，前年度比50％

③学校連携事業

共通(普及）
A. 学校団体の受け入
れ

学校等の団体の受け入れ態勢が整ってお
り，学習支援の場を提供しているか

1万２千人
①Yes　②回数：493回，前年度比ー％
③人数：21,308人，前年度比ー％

共通(風土記） B. 出前授業
出前授業を受け入れる体制が整っており，
支援を行っているか

①Yes　②回数：7回，前年度比80％
③人数：234人，前年度比不明％

13 地域づくりへの支援
①シンクタンク

共通(普、事） A. 外部委員会参加
各種の外部委員として参画し，シンクタンク
の機能を果たしているか

①Yes　②件数：1，前年度比-50％

②地域おこし活動

共通(館）
A. 地域おこし活動の
有無

地域おこしの核となっているか
Yes　栄町主催のふるさとまつりを開催している。

③地域との連携事業

共通(館）
A. 市町村立及び私立
博物館との連携

①Yes　②件数：1回　関東博物館協会との連携。

共通(館）
B. 社会教育機関との
連携

①Yes　②件数：5回　ニューフィル、印旛地区教職員研
修、巡回展、合同企画事業など

共通(館） C. 住民組織との連携 ①Yes　②件数：1回　栄町さくらまつり

④観光資源としての活用

共通(普及） A. 県外団体来館数 県外の利用はどのくらいあるのか ５千人
①来館者数：7,428人（182団体）
②利用地域：東京都，茨城県，埼玉県，神奈川県
等　一般団体等の誘致を積極的に行った結果、増加した。

共通(普及） B. 団体誘致の実施 団体誘致の交渉を積極的に行っているか
①Yes
②交渉方法：観光会社等への誘致、県観光課ちば
デスティネーションキャンペーン等

共通(普及） C. 外国人入場者数 外国人の利用はどのくらいあるのか １万人
①来館者数：11,345人
②配付資料の種類：7種類（館ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ-英語・韓国
語・中国語，ｳｪﾙｶﾑｶｰﾄﾞ-英語・韓国語・中国語2）

むら（事業） D. ロケ実施件数 ロケ実施件数 10件，前年度比：83％

連携事業を行っているか


