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平成 29年３月 30 日制定 

 

新潟県立歴史博物館の運営方針 

（平成 29年度～平成 33年度） 

                               

１ 策定の趣旨 

現在、当博物館は「新潟県立博物館の運営方針（平成 24年度～平成 28年度）」

を定め、資料収集・保管、展示等の諸活動を行っているが、今後ともよりよい

博物館づくりを目指すためには、博物館の諸活動の目的を明確化・共有化し、

広く県民に提示して不断に活動の検証と改善を行っていくことが引き続き必

要である。そのため、今後５年間（平成 29年度～平成 33年度）を計画期間と

した博物館活動の指針となる新たな「運営方針」を定める。 

 

２ 当博物館活動の基盤 

 (1) 博物館条例 

当博物館は、歴史・民俗および縄文文化に関する県民の教養を高め、県民

の学術・文化の振興に資する社会教育施設として平成 12 年８月に設置され

た。資料収集・保管、展示など様々な博物館活動を実施している。 

 (2) 上位計画 

新潟県文化プラン（平成 29 年３月改訂版）では、基本目標として「文化

で創る、心豊かな『ひと』、魅力ある『地域』・・・そして未来へ」を掲げ、

「ふれる」「つたえる」「つなぐ」の３つの施策の方向性を設定し、さまざま

な施策に取り組むこととしている。また、県は専門的・広域的な推進役を果

たすものと位置づけられている。 

 (3) 当博物館の運営体制 

当館は、開館当初は県文化振興財団に管理運営委託された。平成 18年度、

指定管理者制度の導入に伴う管理運営形態の検討の結果、県の直営とするこ

ととされたが、同時に「指定管理者制度と同様の創意工夫」も求められてい

る。 

平成 20 年度には、それまでの諸計画を統合して「博物館運営方針」を定

めた。平成 24年度からはこれを５か年の計画として整理した。 

さらには、博物館が行う博物館の諸活動の検証・評価を行うため、平成 18

年度からは博物館評価委員会が設置されている。 

  

３ 当博物館を取り巻く情勢 

  当博物館を取り巻く情勢として、主に次のものが挙げられる。 
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 (1) 全般的な社会情勢 

・長引く景気低迷や雇用不安など厳しい経済情勢が続くなか、国・地方の財

政状況は厳しさを増している。 

・情報通信技術の急速な発展と普及に伴って情報の受発信の在り方が変化し

てきている。 

・余暇時間の増大と高齢化に伴って生涯学習機会への要請が高まっている。 

・本県においては、全国に先行する人口減少が進むなか、県全体の活力低下

が懸念されている。 

 (2) 博物館を取り巻く情勢 

・経済状況、余暇の多様化などを反映して、全国的に博物館総数、及び一館

あたり入館者数とも頭打ちの状況となっている。 

・その一方で、生涯学習社会の進展とともに、博物館が利用者、地域住民の

要請に応えた運営を行っていくことがますます必要となっている。 

・本県においては、中越大震災からの復興への取組が進み、またその後も度

重なる災害を経験するなかで、歴史資料を次世代へと引き継ぐ取組が求め

られている。 

 

４ 当博物館活動の現状 

当館は、平成 12 年の開館以来、縄文を中心とした本県の歴史・民俗に関し

て、「収集・保管」、「展示」、「調査・研究」、「交流・普及」、「情報発信」の５

つの機能を果たす活動を展開してきた。 

具体的には、資料の収集・保存に努めるとともに、研究調査を館活動の根幹

としつつ常設展示や年４回程度の企画展を実施してきた。また、館内での講

座・体験活動や館外活動、きめ細かな団体案内・展示解説等の充実を図り、学

校教育・生涯教育の一翼を担う場としても活用されている。 

とりわけ近年は、企画展における各種団体との共催や協力、地域史研究ネッ

トワーク、博物館ボランティアの活発化をはじめ、様々な面で地域連携に取り

組んでいる。さらには国の科学研究費等外部資金の獲得による研究等の一層の

充実にも努めている。 

一方利用者数については、利用者総数（施設機能別（館内外）の利用者数合

計）は年間 10 万人前後で推移している。観覧者数（常設展・企画展の観覧券

発行数）はしばらく年間５万人台から６万人で推移していたが、近年は４万人

台にとどまる年度もあり、やや漸減傾向にある。 

平成 23 年度には、参事ポスト（にぎわい創出担当）および経営企画課の新

設（管理課と交流普及課の統合）を内容とする組織改正を行った。 
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５ 博物館に対する評価 

外部評価委員会による直近の評価である平成27年度の館活動に対する評

価報告書では、次のような評価を受けている。 

歴史博物館評価委員会 平成 27年度評価報告書の概要 

・限られた予算と人員の中で、各種数値目標を達成しようとする努力を評価し

たい。利用者総数は減少しているが、博物館自体の活動は、満足度などから

着実に県民に定着しつつあると思われる。 

・来館者だけでなく、館所蔵資料などを外部に対して情報提供（ＰＲ）し、館

の認知度を高める必要がある。 

・企画展においては観覧者数が減少しているので、立案にあたっては、県民の

多様な要望をより的確に把握するとともに、入館者の増加に努めて欲しい。 

・今後は、上記の自己点検と分析・課題に取りあげられている項目について、

より一層の充実をはかるよう取り組んでいただきたい。 

・地域との連携をさらに深め、博物館の調査・研究活動が契機となり、地域住

民による地域の魅力や価値の発見、さらにそこから地域創生にもつながるよ

う努力していただきたい。 

・経年にともなう施設設備・常設展示・機器等の劣化も目につくので、各種機

器や展示、設備などの更新についても特段の配慮をお願いしたい。 

 

６ 博物館の基本理念 

(1）基本的な考え方 

   ○ 博物館の目的は「新潟県の歴史及び民俗並びに縄文文化に関する県民の

教養を高め、県民の学術及び文化の発展に寄与する」ことにある。 

    この目的をよりよく達成するためには、これまで記載した現状・評価等

を踏まえ、全職員が「博物館は利用者満足が起点」であることを常に意識

し、博物館の基本的活動である資料収集・保存、展示、調査・研究等を着

実に進める必要がある。そしてその成果を広く還元すべく、より多くの県

民にご来館いただき、あるいは様々な博物館活動に触れていただくための

創意工夫に努めることが不可欠である。 

  ○ また、地域の関係機関から頼られる拠点施設としての活動を充実すると

ともに、地域文化を発信する観光拠点としても認知されることにより、多

面的機能を有し、かつ、県内外及び国際的にも開かれた博物館としての地

位を確立することが必要である。 

   ○ これらの取組を着実に推進し、厳しい財政状況の中にあっても、県民か

ら理解され支持される存在として発展していく必要がある。 
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(2）当博物館の基本理念 

    これらの基本的な考え方に基づき、博物館の基本理念を次のとおりとする。 

○ 県民の営みの証である歴史資料を記録・整理・保存し、新たな歴

史像※を県民とともに創造していきます。 

○ 人々と連携しながら、現在から未来へ、地域から世界へと県の価

値を発信していくことを使命とします。 

 

こうした活動を通して 

 『より県民に愛され、利用され、"にぎわいのある博物館"』を実現します。 

 
   
※「新たな歴史像の創造」 

    博物館の活動を通じて再発見される新潟県の価値や魅力が、新潟県の歴史について

の新鮮なイメージとして、県民の皆さん一人一人の中で実を結んでいくこと 

 

７ 博物館活動の目標 

  この理念に基づいて活動を進めていくにあたっての成果指標として、博物館

の利用者数、及び利用者の満足度を掲げる。 

  指 標 

１ 博物館利用者数   ２ 博物館利用者の満足度 

指  標 現状値(平成 27年度) 目  標 

１ 利用者数 

    

① 利用者総数 

 

（単年度） 100,718人 

各指標を増加させる 
(前計画期間平均) 101,066人 

② 観覧者数 （単年度）  45,491人 

(前計画期間平均)  53,171人 

２ 満足度 

 （単年度） 

① 来館者満足度 95％ 

各指標を維持・向上

させる 

② 企画展  86％ 

③ 講座等 講座・講演会 91％ 
体験コーナー  99％ 

④ 来館者応対 99％ 

           ※当面は H27までの数値とし、本方針公表時に H28までの数値に再設定する 

 

〔各指標の数値について〕 

 １－① 利用者総数  

博物館が行う以下の活動・機能ごとの利用者を加算した数値 

     常設展＋企画展＋講演会・講座＋体験コーナー＋その他イベント等＋ 

館外活動（出前講座・授業、移動・巡回展） 

 １－② 観覧者数  

     常設展及び企画展のチケット販売数＋無料観覧者・視察者 
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２－①～④ 満足度 利用者・参加者等のアンケート回答に基づく 

 

８ 博物館の活動方針 

上の目標と併せて、博物館の使命達成と基本理念の実現に向けた活動を行っ

ていくため、当博物館が有する機能や主な取組分野ごとに以下のとおり活動方

針を定める。 

 

(1) 収集・保管 

   ・本県の歴史を明らかにするために欠かすことのできない資料の収集・整

理に努めると共に、そのデータ化を推し進める。  

・良好な資料保存環境を維持する。 

(2) 展示 

    ◇ 常設展示 

    ・設備・機器・資料の適切な管理に努め、良好な見学環境を維持する。 

・常設展示の十分な活用を推し進める。 

◇ 企画展示 

   ・調査研究の反映や収蔵資料の活用によって魅力ある企画展を実施する。 

・集客を意識し、県民の関心を反映した企画展示に努める。 

(3) 調査・研究 

   ・本県の歴史系博物館の拠点として、質の向上を目指す。 

・館活動の根幹である調査研究の成果の県民への還元に努める。 

(4) 教育・普及 

    ◇ 学校教育 

    ・学校教育に一層活用される博物館を目指す。 

・新潟県民としての自覚と誇りを持つ教育に貢献する。 

・館内及び館外活動の充実を図る。 

    ◇ 社会教育 

     ・県民の知識・教養を高め、県民が豊かな社会生活を営むための機会や情

報を提供する。 

・館内及び館外での活動の充実を図る。 

(5) 連携 

    ◇ 学術面の連携 

    ・県内各地の歴史・文化的価値の再発見と活用を支援する。 

・幅広い団体とのネットワークを強化する。  

◇ 地域づくりに向けた連携 

    ・歴史を通じた県内各地の地域づくりに貢献する。 
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・近隣の施設や様々な団体との連携を深める。 

(6) 情報発信 

    ・当館の活動について、県民認知度を高める。 

・本県の歴史・文化的魅力を県外・海外にアピールすることで、交流人口

の増大への寄与を図る。 

 (7) 管理運営 

    ・運営方針を館職員で共有し、方針を意識しながら博物館活動を進める。 

・目標の実現に向けた効率的な運営を行う。 

・来館者への安全・安心の提供に努めるとともに、来館者などの関心や目

線に常に注意を向ける。 

 

９ 活動方針に基づいた取組の実施・進捗管理 

上記の活動方針の達成を目指した博物館活動が確実に行われるよう、取組

分野ごとの今後５年間の「主な実現方策」、及び５年後の到達目標となる「評

価指標」を定める。〈別表〉 

また、各年度の具体的な取組については、今後の社会情勢の推移、県民や

利用者のニーズの変化、現実の館運営体制などに応じたものとする必要があ

るため、本計画の「活動方針」・「主な実現方策」のもと、各年度において検

討する。 

こうした博物館活動の取組について、毎年度、館内での自己評価を行うと

ともに、評価委員会からの評価を受ける。これらを通じてＰＤＣＡサイクル

によるマネジメントに取り組む。 

活動の評価にあたっては、博物館の使命達成の観点から多面的に分析を行

う。 

 

10 更なる充実に向けての課題 

当博物館が更なる充実した活動を行っていくには、上に掲げた活動方針の

達成に併せて、次に記載するような課題に取り組んでいく必要がある。これ

らの課題は、外部要因に大きく依存するものや、博物館単独では解決が困難

なものであるが、当館として可能な限りの進展を目指して取り組む。 

・博物館資料のデータベース化の推進 

・施設・設備の大規模改修等による展示環境・資料収蔵環境の改善 

・アクセス改善やレストラン・ショップの継続的営業による来館者サービ

ス向上 

・博物館の人事・組織体制の充実 

・外部団体や支援者との協働推進 



収蔵資料目録の刊行準備 1目録 1目録

データベース公開数 300件以上

新規テーマ展示 2件 2件以上

ワンポイント解説 558人 500人

企画展示室実施事業数 7回 7回以上

満足度 91% 90%

外部研究費取得件数 4件(+3) 6件

学会発表等件数 13回 11回以上

論文等執筆件数 52件 55件以上

県内小学校利用率 31% 35%

体験活動の新プログラム導入件数 5件 1件以上

体験コーナー参加者満足度 99% 90%

出前講座の参加者満足度 92% 90%

館員の講座・講演会の参加者満足度 94% 90%

ボランティアの活動延人数 538人 500人

地域史研究ネットワーク事業数 2件 2件以上

展示協力等他機関との連携事業 継続 継続

地域づくりに
向けた連携

・歴史を通じた県内各地の地域づくりに貢献する。
・近隣の施設や様々な団体との連携を深める。

・各種団体との事業共催等による連携を模索す
る。

地域団体の活動への参画件数 30件 15件

新聞・雑誌・テレビ等に報道掲載され
た件数

213/134/
170件

200/100/
150件

館ホ－ムページへのアクセス件数 129,764件 100,000件

全体収支比率 5% (5%)

(評価指標の達成率) 67% (100%)

注１） 　評価指標の目標値は、館活動に投入されている現在のリソース（予算・人員等）が、計画期間において維持されることを前提とする。
注２） 　活動の評価にあたっては、その内容面を含めて、博物館の使命に照らして多面的に分析を行う。

情報発信 情報発信
・当館の活動について、県民認知度を高める。
・本県の歴史・文化的魅力を県外・海外にアピール
することで、交流人口の増大への寄与を図る。

・リピーターや新規来館者の拡大に向けた広報の
展開。
・ＩＴやマスコミを活用した情報発信の充実を図る。
・県外客誘致のための広報に努める。
・観光事業団体との連携を強化し誘客に努める。

管理運営
・運営方針を館職員で共有し、方針を意識しながら
博物館活動を進める。
・目標の実現に向けた効率的な運営を行う。

・自己評価・外部評価の実施。
・評価結果の的確な反映によるＰＤＣＡサイクルの
確立。

・県民の知識・教養を高め、県民が豊かな社会生活
を営むための機会や情報を提供する。
・館内及び館外での活動の充実を図る。

・社会教育機関との連携に努める。
・館内講座・出前講座を継続する。
・ボランティアの受入の推進。

連　携
学術面の連携

・県内各地の歴史・文化的価値の再発見と活用を支
援する。
・幅広い団体とのネットワークを強化する。

・新潟県の中核機関として、地域史研究や資料保
存活動を推進する。
・県内外の他館および団体と共催しての巡回展の
実施に努める。

・年４回程度の企画展の実施を目標とする。
・入場者の満足度を高める。

調査・研究 調査・研究

・本県の歴史系博物館の拠点として、質の向上を目
指す。
・館活動の根幹である調査研究の成果の県民への
還元に努める。

・総合・個別研究費などを有効に活用した研究活
動を推進し、その成果を県民に還元する。
・講座参加者の満足度を高める。

教育・普及

学校教育

・学校教育に一層活用される博物館を目指す。
・新潟県民としての自覚と誇りを持つ教育に貢献す
る。
・館内及び館外活動の充実を図る。

・教育機関への施設利用の周知。
・体験学習・体験活動の新たなプログラムの開発・
導入に努める。

社会教育

収集・保管 収集・保管

・本県の歴史を明らかにするために欠かすことので
きない資料の収集・整理に努めるとともに、そのデー
タ化を推し進める。
・良好な資料保存環境を維持する。

・資料の収集の継続と収集資料の整理を推進す
る。
・IＰＭによる環境管理を継続する。

展示

常設展示
・設備・機器・資料の適切な管理に努め、良好な見
学環境を維持する。
・常設展示の十分な活用を推し進める。

・日常の適切な維持管理と定期的な資料更新を継
続する。
・より柔軟な展示と活用方法の工夫に努める。

企画展示

・調査研究の反映や収蔵資料の活用によって魅力
ある企画展を実施する。
・集客を意識し、県民の関心を反映した企画展示に
努める。

新潟県立歴史博物館運営方針（平成29年度～平成33年度）　取組分野ごとの活動方針とその進捗管理

機　能 取組分野 活　　動　　方　針 主 な 実　現　方　策
評 価 指 標

項　　　目
現状値
(H28)

目標値
(H33)
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