
 
 
 

 

第１号事業 



平成29年度事業計画書

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

所蔵資料の修復や保存環境の整備を行う。また、寄贈資料の受入に対応する。
所蔵資料展や講座、他館への貸出対応等で、資料の積極的な活用を促進する。
利用者からの問合せに対するレファレンス及び館蔵資料の整理を行う。
写真資料を整理し、写真公開デジタルアーカイブでの公開数を600点にする。
漱石山房記念館の所蔵資料の対応を追加する。

２ 実施上の課題
収蔵スペースを確保する。
資料継承のためのデジタル化、レプリカ作成を推進する。

３ 顧客満足度の向上方策
写真貸出業務の集約等による手続を円滑化する。
所蔵資料展や常設展示室特設コーナーでの資料の活用を促進する。
英語キャプションや英語解説シートを設置する。

４ 実績
平成27年度

平成26年度

５ 対前年度予算増減説明
漱石山房記念館の開館に伴う増

担 当 課 学芸課

変更内容 実施手法

種別

事業開始 平成元年度

根拠
法令

博物館法、新宿区立新宿
歴史博物館条例

成果指標の説明

写真公開デジタルアーカイブで
閲覧できる写真とそれに関する情
報の増加分

部

大科目

収　支

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

△ 19,158

△ 18,551

人件費※

事業費

経常費用計

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 18,551

△ 18,551

区分

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名

事業・枝事業番号

目　　的

郷土資料の調査収集・活用

１．新宿に関連する郷土資料を継承するために継続的に調査・収集を行い、適切な環境下
で保存する。２．所蔵資料を展示や事業等で積極的に活用する。

会計比較増減（千円）予算額（千円） 前年度予算額（千円）

博物館の写真資料の活用（貸出実績229件1,295点)。/資料閲覧対応（25件363点）。/当館資料や新宿
に関するレファレンス（平均12件×232+4件×97＝3,172件）。/資料の修復（閲覧用図書・絵画額の修
復、林芙美子資料のレプリカ作成）。/写真資料データベースと検索機能付き公開用写真資料デジタル
アーカイブの運用（写真資料データベースに公開する写真の増数186点）。/財団ウェブサイト上で
「データベース写真で見る新宿」の運営。/写真データベース登録総数10,048点。/寄贈・購入図書の
検索システムへの入力（1,265点）。/休館日における収蔵庫整理（2回）。

博物館の写真資料の活用（貸出実績148件646点)。/資料閲覧対応（12件133点）。/当館資料や新宿
に関するレファレンス（平均12件×332＝3,984件）。/資料の修復（資料の軸装、閲覧用図書の修復、林
芙美子資料のレプリカ作成）。/写真資料データベースと検索機能付き公開用写真資料デジタルアー
カイブの運用（写真資料データベースに公開する写真の増数114点）。/財団ウェブサイト上で「データ
ベース写真で見る新宿」の運営。/写真データベース登録総数9,214点。/寄贈・購入図書の検索システ
ムへの入力（715点）。/休館日における収蔵庫整理（2回）。/資料落下防止ネットの設置（重要資料収
蔵庫1、特別収蔵庫の一部）。

成果指標
公開写真増数

目標 前年度目標 比較増減
50点 50点
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

特別展・協働企画展
① 「新宿の高層ビル群ができるまで」　(春季前年度開始：観覧者目標年度内2,500人・通期4,000人)
　 新宿区成立70年記念展示（新宿区成立1947年3月)
② 「漱石と子規」（秋季：観覧者目標4,000人）
　
　
所蔵資料展
① 「れきはくどうぶつえん」　(夏季：観覧者目標4,000人)
　 展示室を動物園に見立てて、博物館所蔵の動物に関連する資料を紹介する。
② 「岩田ガラス」　(冬季：観覧者目標3,000人)
　

③ 写真展　(春季：観覧者目標年度内1,000人・通期4,000人)
　 新たなテーマを設定して企画する。
漱石山房記念館での企画展
関係する他自治体や団体と連携した展示会の開催を検討する。
次年度以降の展示会準備
平成30年度以降に予定される展示の企画、交渉、プロモーションを図る。

２ 実施上の課題
関係自治体や施設、団体等との連携による企画・プロモーションを図る。
漱石山房記念館での展示会の開催に対応する。

３ 顧客満足度の向上方策

キャプションの統一化や文字の大きさ、導線等について配慮した観覧環境を提供する。
４ 実績

平成27年度

５ 対前年度予算増減説明
漱石山房記念館の開館に伴う増

ギャラリースペースでのパネル展示、講堂等での講演会やイベントを組合せて総合的なプロデュースを
行う。

【特別展・協働企画展】①「新宿に縄文人現る-市谷加賀町二丁目遺跡の発見-」4月1日(水)～5月6日(水)
観覧者3,463人(全会期は5,516人)　②「田辺茂一生誕110年　作家50人の直筆原稿　雑誌『風景』より」5月
16日(土)～7月5日(日)観覧者3,256人　③「熊本と新宿をつなぐ作家　漱石・八雲」7月19日(日)～8月30日
(日)観覧者3,331人
【所蔵資料展】①「お江戸のなんでもランキング－番付の楽しさ－」　9月12日(土)～11月29日(日)観覧者

成果指標
延べ観覧者数

目標 前年度目標 比較増減
△ 1,000

区分 会計比較増減（千円）

△ 22,812

予算額（千円） 前年度予算額（千円）

△ 20,953

部

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名

事業・枝事業番号

目　　的

展示会の開催

１．新宿の歴史・文化に興味を持ってもらうため、常設展示で取り上げていないテーマ等で
展示会を行う。 ２．新宿の歴史・文化に接する機会を設けるため、常設展示室に展示してい
ない所蔵資料を公開する。 ３．多様な施設や団体との連携による展示会を開催する。

大科目△ 20,953

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 20,953経常費用計

収　支

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

担 当 課 学芸課

変更内容 実施手法

種別

事業開始 平成元年度

根拠
法令

博物館法、新宿区立新宿
歴史博物館条例

成果指標の説明

愛媛県松山市との協働で、漱石山房記念館の開館と生誕150年を記念して夏目漱石と漱石に大き
な影響を与えた俳人・正岡子規を紹介する。

新宿区内の工房で現代ガラス芸術のパイオニア岩田藤七により制作されたガラス製品を中心に紹
介する。
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平成29年度事業計画書

人 人 人
人 人 人
人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

高田馬場流鏑馬（昭和63年新宿区無形民俗文化財に指定）

２ 実施上の課題
高田馬場流鏑馬では、保存会を支援し安全な運営に協力する。
地域で活動する団体と協力して、無形文化財や伝統芸能の継承に寄与する。

３ 顧客満足度の向上方策
入門的な講座や体験イベントで、文化財や伝統芸能に親しむ機会を提供する。
地域の無形文化財や伝統芸能を継承している団体と連携した事業運営を行う。

４ 実績
参加者（観覧者）数

５ 対前年度予算増減説明
民俗芸能の集いの隔年実施による上演委託等の減

新宿ゆかりの民俗芸能を紹介する「民俗芸能の集い」を開催
（隔年実施；今年度なし・次回平成30年度開催）
戸塚囃子や萩原社中等の新宿で継承されている民俗芸能の継承を支援するため、定期的に発表の機
会を作る。

区分

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名

事業・枝事業番号

目　　的

文化財等の保存・公開

１．文化財の普及啓発を行うため、文化財等の公開を行う。
２．無形文化財や伝統芸能の継承を図るため、公開や体験の機会を提供する。

会計比較増減（千円）予算額（千円） 前年度予算額（千円）

△ 1,523

△ 1,125

収　支

部

大科目△ 1,538

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 1,523経常費用計

△ 398

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

担 当 課 学芸課

変更内容

種別

事業開始 昭和54年度

根拠
法令

文化財保護法、新宿区文
化財保護条例、新宿区立
新宿歴史博物館条例

成果指標の説明

林氏墓地の公開および高田馬場
流鏑馬の観覧者数（民俗芸能の
集いは平成29年度実施なし）

国史跡「林氏墓地」（大正11年国史跡に指定、昭和50年より新宿区が管理）：林氏墓地の公開（3日
間）、林氏墓地内樹木の剪定及び除草、林氏墓地内墓石現状調査の実施。講座・史跡めぐりの実施
（1-4講座・講演会の開催）再掲。「江戸城外堀」：講座・史跡めぐりの実施（1-4講座・講演会の開催、1-
5歴史文化探訪）再掲

10月10日（月・祝）14時～、都立戸山公園箱根山地区　　主催：高田馬場流鏑馬保存会　後援：新宿
区、新宿区教育委員会、東京都教育委員会（いずれも予定）　協力：穴八幡宮、新宿歴史博物館
ミニ博物館：パンフレットの増刷（在庫僅少なもの）、看板等設備の修繕、伝統工芸関連講座等でのミニ
博物館との連携、博物館ミュージアムにてミニ博物館商品の販売を行う。
地域で活動している団体との協働で、伝統芸能である「講談」等を実施し、普及の機会を提供する。体
験形式による「投扇興」については隔年で実施する（平成29年度実施予定）。

流鏑馬観覧者数
民俗芸能観覧者数 △ 200

成果指標
公開参加者数

目標 前年度目標 比較増減

平成27年度

（単位：人）
林氏墓地公開 高田馬場流鏑馬 民俗芸能の集い 合計参加人数

※台風17号の接近による荒天の影響

平成25年度
平成26年度 1,500（※）
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替

事業の計画

１　実施内容（予定）
古文書講座　初級・中級　(各全5回　定員各60人　各2,500円)（延べ600人）
歴史講座　(全3回　定員90人　1,500円)（延べ270人）
史跡関連講座　江戸城外堀関連　(全3回　定員90人　1,500円)（延べ270人）
学芸員と学ぶ歴史講座　(全2回　定員60人　1,000円)（延べ120人）
体験講座　(定員30人　2,000円)
所蔵資料展関連講座　(2回　定員各90人　各500円)（延べ180人）
近代史講演会　(定員90人　500円)
中高生からわかる世界一楽しい歴史　(定員60人　高校生以下無料・一般500円)
美術史講座「中村彝生誕130年記念講座」　(全2回　定員90人　1,000円)（延べ180人）

絵手紙講座　(2回　定員各20人　各500円)（延べ40人）
文学講座
①漱石関連講座　(全3回×2回　定員45人　1,500円)（延べ270人）
②漱石をめぐる人々　(全2回　定員45人　1,000円)（延べ180人）
③尾崎紅葉生誕150年記念講演会　（定員90人　500円）
協働講座・講演会　(東京堂2回　定員各30人、NHK文化講演会3回　定員各100人等)（延べ360人）

２ 実施上の課題
受講者アンケートの結果を反映して、講座内容や受講方法を改善する。
漱石山房記念館で一部の講座や講演会を実施する。

３ 顧客満足度の向上方策
展示会やイベント、周年記念等に合わせ、総合的にプロデュースし講座・講演会を企画する。
新しい講座内容を取り込む等、内容に幅を持たせた企画を行う。

４ 実績

５ 対前年度予算増減説明
実施手法変更等による減

平成26年度 42講座 定員延べ3,750人 延べ4,708人
平成25年度 22講座 定員延べ2,430人 延べ2,749人

年度 講座数 定員 延べ参加者数
平成27年度 34講座 定員延べ2,450人 延べ3,596人

△ 352 博物館法、新宿区立
新宿歴史博物館条例

根拠
法令

△ 504

比較増減

延べ定員3,040人×90%

夏休み子どもイベント　(勾玉づくり　定員60人×3回、編布づくり　定員20人×2回、イラスト講座　定
員20人、都電車庫見学　定員30人、和とじノートづくり　定員30人等)（延べ300人）

自主財源充当額

成果指標 目標

延べ参加者数

成果指標の説明

平成19年度事業開始

経常増減の部△ 309

前年度目標

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名 講座・講演会の開催

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

担 当 課

変更内容

事業・枝事業番号

事業収益

経常収益計 自主事業

学芸課

△ 281

△ 590

△ 281

種別

△ 71

実施手法

１．新宿の歴史・文化に興味を持ってもらうために、講座や講演会、ワークショップ形式の
体験講座、イベント等を実施する。 ２．展示会等と連動した講座等を企画し、博物館への
誘客を図る。

会計 公益目的事業会計

△ 238

大科目 事業費

部

人件費※

事業費

区補助金

収　支 △ 30

経常費用計
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平成29年度事業計画書

人 人 人

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替

事業の計画

１　実施内容（予定）
各回ごとにテーマを定め、まち歩きを実施する。ガイドは博物館ボランティアが担当する。

区内4回、区外4回を実施する。文学や美術関連のテーマも取り入れる。
各回定員60人、参加料800円、4班体制で実施を予定。(内容や訪問先により変更あり)
史跡ボランティアによる企画、運営を支援・推進する。

２ 実施上の課題
所蔵資料展、企画展等に合わせた史跡めぐりや、新宿区外の関連史跡めぐりを実施する。

一般道や観覧先でのマナー・ルールを遵守する。安全性の確保のため定員を厳守する。
３ 顧客満足度の向上方策

参加者および従事ボランティアの声をもとに、新宿の歴史に関連する区外のコースも増やしていく。
参加中に怪我等があった場合に備え、傷害保険に加入する。

４ 実績

５ 対前年度予算増減説明

平成25年度 6回 延べ315人 52.5人
①上野のお山-寛永界隈を歩く-　②茗荷谷小石川散歩　③
落合の文化財　④四谷-文化財からたどる歴史-　⑤新宿の川
「カニ川」の流れをたどる　⑥宿場の名残りを歩こう-板橋宿-

平成26年度 10回 延べ620人 62.0人

①江戸の伝統を受け継ぐ銀座を歩く　②アトリエめぐり　③神
宮外苑・スポーツの聖地を歩く　④帝都東京の近代建築と江
戸城　⑤伝説と信仰の地戸塚を歩く　⑥上野戦争の跡をめぐ
る　⑦高須四兄弟のふるさとを探る　⑧牛込の裏町と林氏墓地
特別公開　⑨漱石と神楽坂　⑩江戸四宿・品川宿を歩く

△ 135 博物館法、新宿区立
新宿歴史博物館条例

根拠
法令

△ 48

比較増減

延べ定員480人×80%

成果指標の説明

漱石山房記念館の開館に対応した文学関連のテーマや新宿ゆかりの美術関連のテーマ等も検討
していく。

平成27年度 10回 延べ618人 61.8人

①落合遺跡をあるく　②日暮里・谷中・寺町散策　③牛込御
門・清水門・日本橋川を歩く　④小泉八雲ゆかりの地を訪ねて
⑤向両国<鬼平>のルーツを訪ねて　⑥幕末最初の公使館め
ぐり　⑦市ヶ谷牛込切絵図を片手に林氏墓地へ　⑧漱石と子
規の散歩道　根岸・上野・本郷　⑨描かれた新宿　江戸～昭
和　⑩文京の街・本郷を歩く

前年度目標

年度 回数 参加者数 平均

担 当 課

内容

自主財源充当額

成果指標 目標

参加者数

事業収益

変更内容

区補助金

収　支

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名 歴史文化探訪

比較増減（千円）予算額（千円）

目　　的

区分 前年度予算額（千円）

事業・枝事業番号

自主事業

学芸課

△ 200

△ 109

△ 200

種別

実施手法

１．新宿の持つ歴史や文化に実際に触れる機会を設ける。
２．ボランティアと協働して、新宿の魅力を積極的に発信する。

会計 公益目的事業会計

大科目 事業費

部

平成22年度事業開始

経常増減の部

経常費用計

経常収益計

人件費※

事業費
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平成29年度事業計画書

校 校 校

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

学校授業へ貸出用博物館資料の貸出を行う。
区立の小学校新3年生、中学１年生に「こども向けリーフレット」を配布する。
貸出用博物館資料と体験プログラムを充実させる。
新宿の歴史・文化に関する新たな学校授業メニューの提案と、学芸員による出張授業を行う。
インターンシップ、学芸員実習の受入や授業協力等、大学への支援や相互連携を進める。
博物館での子ども向けプログラムを実施する。
夏休み期間の博物館事業紹介のリーフレットを作成、配布する。
社会科見学や出張授業の対象施設に(仮称)「漱石山房」記念館を加える。

２ 実施上の課題
小中学校等の社会科見学利用を促進する。実施前年度の1～3月に区教育委員会等と調整を行う。
小中学校等への事業提案を行い、学校教育の中で使用できる活用資料を充実させる。

３ 顧客満足度の向上方策

区内の私立学校、幼稚園、保育園への働きかけも行い、社会科見学等に対応する。
４ 実績

平成27年度
年度初めに「新宿歴史博物館活用の手引き」を区立小中学校40校に配布。
社会科見学・職場体験・職場訪問等の受入　合計：延べ31校
① 社会科見学：幼稚園延べ1園、小学校延べ22校、中学校延べ4校　
② 中学校職場体験・職場訪問：延べ4校
学校授業への貸出用資料の貸出及び出張授業の対応：合計延べ10校
① 小学校延べ10校　
② 中学校延べ0校
博物館実習生の受け入れ　　 大学5校
インターンシップの受け入れ　 大学1校
大学ゼミ研究発表会への協力　大学1校

５ 対前年度予算増減説明

区分

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名

事業・枝事業番号

目　　的

学校等への教育活動支援

１．新宿の歴史・文化に対する興味や郷土愛を育むため、学校等を通じた博物館利用を進
める。  ２．児童・生徒の地域・歴史学習への取り組みを推進することで、学校の教育活動を
支援する。  ３．大学等とも連携し、新宿の歴史・文化の普及啓発と研究を進める。

会計比較増減（千円）

△ 1,900

予算額（千円） 前年度予算額（千円）

△ 1,737

部

大科目△ 1,737

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 1,737経常費用計

収　支

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

担 当 課 学芸課

変更内容 実施手法

種別

事業開始 平成18年度

根拠
法令

博物館法、新宿区立新宿
歴史博物館条例

成果指標の説明

保育園、幼稚園、小中学校からの社会科見学、職場体験等の受け入れを行う。また、様々な学校との
協働・連携を進める。

成果指標
連携学校数

目標 前年度目標 比較増減

学校等の教育機関が利用しやすい体制づくりを行うとともに、直接学校等に活用内容や方法を案内す
る。
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平成29年度事業計画書

回 回 回

※人件費は9-3-(1)財団経営(補助)に組替
事業の計画
１　実施内容（予定）

ボランティアの活動部会
① 展示ガイド･･･常設展、特別展、協働企画展、所蔵資料展の展示案内
② 史跡ガイド･･･歴史文化探訪、史跡関連事業等
③ 林芙美子記念館ガイド･･･林芙美子記念館の案内、内部公開、文学関連事業等
④ アトリエ記念館ガイド･･･佐伯祐三・中村彝アトリエ記念館の案内、美術関連事業等
⑤ 事業サポート･･･講座補助、閲覧室補助、メンバーズ通信発行、チラシ発送、ガーデニングクラブ等
⑥ 漱石山房記念館ガイド(新規)･･･漱石山房記念館の案内、文学関連事業等
ボランティア全体会　年2回
レベルアップ講座、部会別研修、視察研修の実施
ボランティア養成講座の実施（基本隔年実施：次回平成30年度開催予定）

２ 実施上の課題
ボランティア全体のガイド技術やマナー等の向上を図る。
博物館事業への積極的な参画を図るとともに、活動の場の提供を進める。
自主勉強会や自主的活動を支援する。
史跡ガイドボランティアによる選定コース策定を行う。
ボランティアに対する職員のコーディネート力を向上させる。

３ 顧客満足度の向上方策
ボランティアのニーズを把握し、活動を行う上で必要な研修等を実施する。
ボランティア活動を行いやすい環境を整備する。

４ 実績
平成27年度
ボランティア数134人

５ 対前年度予算増減説明

担 当 課 学芸課

変更内容 事業拡大

種別

事業開始 平成15年度

根拠
法令

博物館法、新宿区立新宿
歴史博物館条例

成果指標の説明

ボランティアの延べ活動回数

△ 3,199経常費用計

収　支

経常増減の部

補助事業

事業費

公益目的事業会計

部

大科目△ 3,199

人件費※

事業費

経常収益計

事業収益

区補助金

△ 3,500

△ 3,199

区分

定　款 １　地域の歴史の記録保存及び普及啓発

事業名

事業・枝事業番号

目　　的

博物館ボランティアの活動支援

１．地域の人材等と積極的に連携する。
２．地域人材とともに事業運営等を進めることで、博物館や記念館の魅力を増加させる。
３．ボランティアが活動しやすい環境を提供する。

会計比較増減（千円）予算額（千円） 前年度予算額（千円）

登録人数 延べ活動回数 活動内容
展示ガイド 50人 553回 館内ガイド、団体ガイド、社会科見学等

成果指標
活動回数

目標 前年度目標 比較増減

アトリエ記念館ガイド 35人 345回 佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館館内ガイド等
事業サポート 54人 376回 イベントの補助、事務作業等

史跡ガイド 42人 168回 歴史文化探訪、史跡関連事業等
林芙美子記念館ガイド 39人 530回 館内ガイド、内部公開、文学関連事業等
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