
事業番号 0026

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(文部科学省)

予算事業名
図書館・博物館における地域の知の拠点
推進事業

事業開始
年度

平成21年度 作成責任者

担当部局庁 生涯学習政策局 担当課室 社会教育課
社会教育課長
塩見　みづ枝

会計区分 一般会計 上位政策 地域の教育力の向上

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

社会教育法第9条の5、第9条の6、第28条の2
図書館法第7条

博物館法第5条第1項第3号、第7条

関係する計
画、通知等

教育振興基本計画（平成20年7月1日閣議決定）
国土形成計画（平成20年7月4日閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　図書館・博物館は、社会教育施設の中でも利用度が高い、いわば「地域の知の拠点」である。
　教育振興基本計画等において、図書館については地域の実情に応じた情報提供サービスの充実、博物館について
は広域的な地域連携や館種を超えたネットワーク構築の必要性が提言されていることから、普及・定着させるための仕
組みづくりやネットワーク構築の新しい可能性に必要な調査研究を行う。
　また、図書館・博物館の評価基準やリスクマネージメント等に関する指標・ガイドラインを策定する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　文部科学省は、地域の知の拠点としての図書館及び博物館の在り方等に関する委員会を設置し、必要な検討を行う
とともに、調査研究については民間団体等、モデル事業については図書館若しくは博物館及び教育委員会を中心とし
た任意団体を対象に委託先の選定を行う。委託先は次の調査研究を実施する。
【調査研究】①図書館・博物館等への指定管理者制度導入に関する調査研究、②博物館における施設管理・リスクマ
ネージメントに関する調査研究、③アジア・太平洋地域の博物館連携にかかる総合調査研究、④博物館倫理規定に関
する調査研究、⑤図書館におけるリスクマネージメントに関する調査研究、⑥社会教育施設の評価に関する調査研究、
【モデル事業】⑦図書館サービスの充実を図る実践研究、⑧博物館ネットワーク構築推進事業

実施状況 平成21年度実施状況　13団体

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額(補正後） ― ― 72 ― ―

執行額 ― ― 59

執行率 ― ― 81.94%

総事業費(執行ベース) ― ― ―

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　本事業の実施に当たっては、文部科学省が直接に業者等に対し物品の購入などを行うものについては、本事業の担
当課のみならず、担当課が属する局の筆頭課の確認等を経て、複数の部局で確認・執行している。また、委託調査研
究を行うものについては、外部有識者で構成する事業選定委員会の審査や、各委託先から提出される実績報告書や
経理関係書類等により、支出先・使途を把握し、使用状況や事業目的との整合性について確認を行うなど、支出先や
使途については十分に把握できている。

見直しの
余地

　実施状況や支出先、使途の把握等に問題はないが、本事業における目的は概ね達成されたものと判断し、国の事業
としては21年度限りで廃止とする。なお、平成22年度からはホームページ等を活用した事業成果の情報提供や共有な
どにより、地域における主体的・自発的な取組の支援を行うこととする。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

本事業の目的は概ね達成されたと判断し、平成２１年度をもって廃止している。

補
　
記



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

文部科学省
＜59百万円＞

本省執行分

謝金 2.1 百万円

職員旅費 0.5 百万円

図書館・博物館関係者及び有識者等から構成される企画委員会の設置・検討、委託先の選
定

外国旅費 0.6 百万円

委員等旅費 1.7 百万円

庁費 5.3 百万円

を含む

〔公募　委託〕 〔公募　委託〕

図書館における地域の知の拠点
支援事業の実施：6百万円

（G）図書館・教育委員会が主体となる
実行委員会（全3団体）

博物館ネットワーク構築推進事業
の実施：10百万円

（H）博物館・教育委員会が主体となる
実行委員会（全4団体）

実行委員会の設置、地域情報のアー
カイブ化、アンケート調査の実施・分析
他

実行委員会・運営委員会の設置、
ワークショップ・フォーラム等の開催、
巡回企画展示の制作、メーリングリス
トの構築　他

〔公募　委託〕

アジア・太平洋地域の博物館連携にかかる総合調査研究の実施：7百万円
（A）財団法人日本博物館協会

調査研究委員会・作業委員会の設置、外国調査の実施、国際会議における情報収集、報
告書の作成・発送　他

〔公募　委託〕

社会教育施設の評価に関する調査研究の実施：7百万円
（B)三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

調査対象の選定、利用者ニーズの調査・分析、先行事例の整理、運用マニュアルの作成

〔公募　委託〕

図書館・博物館等への指定管理者制度導入に関する調査研究の実施：6百万円
（C）株式会社三菱総合研究所

検討委員会の設置、文献・ヒアリング調査の実施、事例分析・検討、先進事例の検証、報
告書の作成・発送　他

〔公募　委託〕

博物館における施設管理・リスクマネージメントに関する調査研究の実施：6百万円
（D)株式会社三菱総合研究所

マニュアル分析・ヒアリング調査、ポケットマニュアルの作成、事例分析・検討、ポケットマ
ニュアル・ガイドブックの発送

〔公募　委託〕

図書館におけるリスクマネージメントに関する調査研究の実施：5百万円
（E）株式会社三菱総合研究所

委員会の設置、ヒアリング調査・分析、国内外の文献調査、ガイドブック原稿の作成

〔公募　委託〕

博物館倫理規定に関する調査研究の実施：3百万円
（F）財団法人日本博物館協会

委員会の設置、諸外国事例の比較・分析、国内事例調査・分析、国際会議での事例発
表、報告書の作成・発送

【調査研究の実施】
（6調査）



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

（A）財団法人日本博物館協会 （E）株式会社三菱総合研究所

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 アルバイト賃金・社会保険料 2.4 人件費 研究員、研究助手 3.5

印刷製本費
報告書印刷，予稿集印刷，チラシ印
刷，ポスターデザイン・印刷

1.4 一般管理費 ー 0.5

旅費
委員会出席旅費，外国渡航旅費，海
外有識者招聘旅費

0.9 諸謝金 委員会出席謝金、原稿執筆謝金　他 0.3

借料・損料
受信機（赤外線レシーバー），同地通
訳機材借料

0.7 旅費 委員会出席旅費、ヒアリング旅費 0.2

一般管理費 ー 0.6 その他 人材派遣料 0.1

諸謝金 委員会出席謝金、講演謝金 0.5

作業費
オンライン登録サイト制作，SSLサー
バー運用，WEB管理

0.5

その他 会議用茶代，事務用品　他 0.2

計 7.2 計 4.6

（B)三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 （F）財団法人日本博物館協会

人件費 研究員 4.9 費　目 使　途
金　額

(百万円）

一般管理費 ー 0.6 諸謝金 委員会出席謝金、原稿執筆謝金 1.3

賃金 派遣社員 0.6 印刷製本費 報告書作成 0.6

旅費 調査旅費、打ち合わせ旅費 0.3 旅費 委員会出席旅費、ヒアリング招聘旅費 0.5

その他
インタビュー謝金、アンケート入力費・
印刷費　他

0.1 一般管理費 ー 0.3

その他 アルバイト賃金、報告書送料　他 0.2

計 6.5 計 2.9

（C）株式会社三菱総合研究所 （G）豊中・箕面地域情報アーカイブ化事業実行委員会

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 研究員 3.2 人件費 賃金（データ入力） 0.9

印刷製本費 報告書作成 1.0 諸謝金
オブザーバー謝礼、ボランティア謝
礼、講師謝礼、調査研究謝礼

0.7

一般管理費 ー 0.6 作業費 アンケート調査費、データ入力 0.7

諸謝金 委員会出席謝金 0.5 印刷製本費 報告書作成、研修テキスト作成 0.5

旅費 検討会出席旅費、ヒアリング旅費 0.4 旅費 先進都市視察、連絡旅費 0.4

その他 報告書送料、会議用茶代　他 0.5 消耗品費 資料用紙、図書購入 0.3

その他 会場借上料、資料送付代 0.2

計 6.2 計 3.7

（D)株式会社三菱総合研究所 （H）福岡地域学芸員ネットワーク構築推進協議会

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

人件費 研究員 3.1 制作費 巡回展示制作 1.0

印刷製本費 報告書作成 1.0 通信運搬費
巡回展運送費，案内状郵送費，配布
資料送料

0.8

一般管理費 ー 0.6 諸謝金
ミュージアムカフェゲスト謝金，パネリ
スト謝金，調査研究謝金

0.5

諸謝金 委員会出席旅費 0.6 旅費 委員会出席交通費，パネリスト交通費 0.3

旅費 委員等旅費、ヒアリング調査旅費 0.3 消耗品費
コピー用紙，インクパック，ネックスト
ラップ

0.3

その他 人材派遣料、発送料　他 0.6 その他
シンポジウム会場使用料，メールサー

0.3
バ管理費　他

計 6.2 計 3.2



「複数支出先ブロック」の支出先一覧（上位１０機関）

事業名： 図書館における地域の知の拠点支援事業

支出先 支出額（百万円）

1 豊中・箕面地域情報アーカイブ化事業実行委員会（G） 3.7

2 星の郷・市民活動推進支援センター実行委員会 1.2

3 高知こどもの図書館巡回こどものとしょかん実行委員会 0.8

合計 5.7

事業名： 博物館ネットワーク構築推進事業

支出先 支出額（百万円）

1 福岡地域学芸員ネットワーク構築推進協議会（H） 3.2

2 「鳴く虫と郷町」実行委員会 2.9

3 仙台・宮城ミュージアムクラスター構想実行委員会 2.1

4 千葉県博物館協会 1.7

合計 9.9


	図書館・博物館（委託）
	上位10

