
課コード: 402300 課名称: 鬼の館平成26年度業務棚卸表
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評価事業コード
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政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

402300-005

講座・体験学習会実施事業

鬼の館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

市民一人ひとりの鬼に対する認識と関心を深める。親しみやすい創
作活動や、地域文化の紹介と体験、より詳しい鬼に関する講座などを
開催する。

一般 法令に特に定めのないもの

8,752

鬼ッズプレイミュージアム

一般市民 ●和紙面作り（通年）477人
●夏冬休みワークショップ
回数　7回、参加者数　111人

●和紙面づくり（通年）497人
●夏冬休みワークショップ
回数　７回、参加者数　135人

・和紙面作り（通年）
参加者数  561人
・夏休み・冬休みワークショップ
　 
    回数　 18回

　　参加者数  450人

・和紙面作り（通年）
　参加者数  483人
・夏休み・冬休みワークショップ

回数　14回
　　参加者数  223人

402300-005-01

鬼学講座

一般 ●講座回数　５回
●受講者数　142人

●講座回数　５回
●受講者数　93人

・講座回数　５回
・受講者数　登録37人
、参加のべ128人

・講座回数　５回
・受講者数　登録34人
、参加のべ126人

402300-005-02

鬼っ子わんぱく講座

市内の小学校に通
学する児童と市内
の未就学児

①こどもの日わくわくイベント
　開催　1回　参加者719人
②夏の鬼っこわんぱく講座
　開催　２回　参加者16人
③鬼剣舞体験
　開催　６回　参加者14人

①こどもの日わくわくイベント
　開催１回　参加者642人
②夏の鬼っこわんぱく講座
　開催０回　参加者０人
③鬼剣舞体験
　開催６回　参加者数のべ96人

①こどもの日わくわくイベント
　・開催日　　５月５日
　・参加者数　729人
②鬼っこ合宿
　・開催期間　７月26日～28日
　・参加者　　26人
③鬼剣舞体験
　・開催期間　 1月６日～２月３日
　・開催回数　 ７回
　・参加者数　 20人

①こどもの日わくわくイベント
　・開催日　　５月５日
　・参加者数　873人
②鬼っこ合宿
　・開催期間　７月26日～28日
　
　・参加者　　31人
③鬼剣舞体験
　・開催期間　 1月８日～２月５日
　・開催回数　 ７回
　・参加者数　 18人

402300-005-03

専任研究員設置

鬼の館 ●専任研究員２名の雇用
　鬼ッズプレイミュージアムやわんぱく講
座の企画運営、鬼の館だよりの刊行年２
回。

●専任研究員　２人（通年）
　鬼ッズプレイミュージアムやわんぱく講
座の企画運営・鬼の館だよりの刊行２回
／年。

・専任研究員　１人（通年）
・主な実施事業
　鬼っこわんぱく講座企画実施
　鬼ッズ・プレイミュージアム企画　実施
　鬼の館だよりの刊行（年２回）

・専任研究員　１人（通年）
・主な実施事業
　鬼っこわんぱく講座企画実施
　鬼ッズ・プレイミュージアム企画実施
　鬼の館だよりの刊行（年２回）

402300-005-04

402300-006

伝統文化継承事業

鬼の館02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

05

ソフト事業（任意）

民俗芸能の保存伝承と後継者育成の一助となり、鑑賞者の伝統文化
に対する意識が向上する。解説を交えた鬼剣舞公演や大乗神楽団
体の総合的な公演、地域の慣習等を参加体験型で紹介する催事等
を開催する。

一般 法令に特に定めのないもの

6,027

芸能公演

一般 ●開催回数　12回
●見学者数　1,849人

●開催回数　12回
●見学者数　2,105人

年12回、延べ見学者1,711人 年12回、延べ見学者1,714人402300-006-01

大乗神楽大会

一般 ●開催回数　１回
●出演団体数　８団体
●見学者数　301人

●開催回数　１回
●出演団体数　７団体
●見学者数　294人

・開催日　６月10日（日）
・出演団体数　６団体105人
・見学者数　 　267人　

・開催日　６月12日（日）
・出演団体数　７団体140人
・見学者数　 295人

402300-006-02

福豆鬼節分会

一般 ●開催回数　１回
●入場者数　2,800人

●開催回数　１回
●入場者数　2,600人

・２月３日（日）開催
・入場者　2,400人
　　　　　

・２月５日（日）開催
・入場者　1,801人
　　　　　

402300-006-03
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402300-012

常設展・企画展等

鬼の館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

鬼について学習する機会を提供することで鬼についての理解や知識
が向上する。また、施設開放事業を行うことで市民が博物館施設を活
用しやすくなり情報交換が活発化する。常設展示の内容を補足拡大
する企画展・特別展や展示室等の施設開放事業を実施する。

一般 法令に特に定めのないもの

6,376

企画展・特別展

一般 ●企画・特別展回数　３回
●見学者数　17,727人
●ナイトミュージアム
　開催日数　２日　来館者317人

●企画特別展回数　３回
●見学者数　12,177人
●ナイトミュージアム
開催３日間
、来館者260人

・収蔵資料展「妖怪～古今東西」  6,310
人
・企画展「魔よけ」　5,670人
・特別展「鬼とよばれたモノた　　  ち」
　4,057人

・収蔵資料展鬼神共演　7,995人
・特別展親子で楽しむ仮面の世界
　3,277人
・よろず伝承展鬼と節供人形　3,031人

402300-012-01

受付案内・入館料徴収事
務

来館者 ●入館者数　20,217人
●催事カレンダー　10,000部
●鬼の館だより500部×２回

●入館者数　19,246人
●周知用ポスター　１種類発行
●催事カレンダー　1万部発行
●鬼の館だより　500部×２回

・入館者数　18,546人
・リーフレット等印刷（観光用20,000部、
25年度版催事カレンダー6,000枚、鬼の
館だより1,000部）

・入館者数　15,268人
・リーフレット等印刷（観光用23,000部、
24年度版催事カレンダー5,000枚、鬼の
館だより1,000部、見学解説シート①増
刷）

402300-012-02

収蔵資料管理・資料収集
業務

鬼の館の資料 ●修繕資料数　０点
●購入資料数　３点
●寄贈資料数　25点（内博物館より移管
24点）

●修繕資料数　０点
●購入資料数　２点
●寄贈資料数　１点

・修繕点数　０点
・購入点数　２点（嫁威肉附き面ほか）
・寄贈資料　63点（メキシコの仮面等）

・修繕点数　０点
・購入点数　２点（岡山県倉敷市茶屋町
の鬼面）

402300-012-03

402300-021

鬼の館運営協議会

鬼の館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

事業運営に関する指導及び助言を得ることで、館の機能が充実し市
民の利用が促進される。定例会議を開き、意見等を反映させる。

一般 法令に特に定めのないもの

1,142

鬼の館運営協議会

市民 ●委嘱委員数　５人
●会議回数　２回

●委嘱委員数　５人
●会議回数　２回

・委員数　　５人
・開催回数　２回

・委員数　　５人
・開催回数　２回

402300-021-01

402300-023

鬼の館管理

鬼の館02-02-03
社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

良好な資料管理体制の維持と来館者への快適な見学環境の提供。
各種施設管理業務委託や不具合箇所の修繕を実施。

一般 法令に特に定めのないもの

30,252

鬼の館管理

入館者 ●来館者数　20,217人
●委託業務数　17業務
●開館日数　331日

●来館者数　19,246人
●委託業務数　17業務
●開館日数　330日

平成６年築、敷地18,073㎡、建物1,789
㎡
＜主な維持管理事業＞
・鬼の館清掃業務委託
・機械設備保守点検業務委託

・植栽管理業務委託

ほか15業務委託

平成６年築、敷地18,073㎡、建物1,789
㎡

＜主な維持管理事業＞

・鬼の館清掃業務委託
・機械設備保守点検業務委託

・植栽管理業務委託
ほか15業務委託

402300-023-01

鬼の館管理（臨時）

入館者、職員 ●浄化槽エア－配管修繕工事　１件
●モニュメント修繕工事　1件
●誘導灯漏電修繕工事　1件
●受水槽塗装修繕工事　1件　
●自動ドア装置修繕工事　1件

受水槽の漏水補修工事（内面ライニング
塗装）

建物外壁の石垣部分補修（セメント１袋）402300-023-02

鬼の館修繕事業

入館者402300-023-03
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402300-024

公用車管理

鬼の館07-02-12

教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

事業や業務を行ううえでの交通手段を持つことで、業務等を効率化す
る。公用車の日常点検を行い良好な管理に努める。

一般 法令に特に定めのないもの

1,420

公用車管理

鬼の館 ●管理車両台数　１台
●年間走行距離　4,159㎞

●管理車両台数　１台
●年間走行距離　4,500㎞

・管理車両台数　１台

・年間走行距離　5,110ｋｍ

・管理車両台数　１台
・年間走行距離　5,769ｋｍ

402300-024-01

402300-025

鬼の館備品購入事業

鬼の館02-02-03
社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

鬼関係資料の購入による収蔵資料の充実。また各種備品を購入し来
館者の安全及び安定した事業展開に資するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

鬼の館備品購入事業

入館者402300-025-01

402300-026

鬼の館施設整備事業

鬼の館02-02-03

社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

鬼の館の施設及び設備の良好な管理を行い、来館者に支障がない
ようにする。鬼の館施設及び設備の整備

一般 法令に特に定めのないもの

28

鬼の館施設整備事業

来館者 ●階段の手すりの設置　１件 ●浄化槽修繕　２件
●展示室視聴覚機器更新　１件

平成24年度事業なし　 吸収冷温水機改修工事
平成24年３月５日～３月19日
分解整備実施

402300-026-01

402300-032

開館20周年記念事業

鬼の館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

平成6年の開館から20年が経過したことを受けて、これまでの歩みを
まとめて記録するとともに、芸能公演を中心とした記念行事を行うこと
で広く鬼の館を周知し、来館を呼びかけるのもの。開館20周年記念
誌の発行。6月を記念月間とし、3回の芸能公演を設定し市外県外の
芸能保存団体を招する。

一般 法令に特に定めのないもの

4,396

開館20周年記念事業

一般市民 ●特別公演開催回数　３回
　来場者数　1,042人
●20周年記念誌　１種×400冊

402300-032-01

402300-033

国際化推進事業

鬼の館02-04-03

国際化に対応したまちづくり
の推進

05

ソフト事業（任意）

アジアマスターズの開催を契機に、海外からの来館者対応のため施
設表示の国際化を推進するもの。パンフレット、解説シールの作成。
施設内外表示パネルの作成委託。

一般 法令に特に定めのないもの

3,330

国際化推進事業

来館者 ●館内表示の国際化１か所
●資料キャプションの国際化(３言語４種
対応)　170点
●来館者パンフ　３言語４種対応
(各2,000部)●解説シート④(鬼剣舞)　３
言語４種対応
(各100部、各PDFデ－タ(DVD))

402300-033-01
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