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Ⅰ 評価の目的 

 

 本施設は、夏目漱石終焉の地において、夏目漱石が晩年を過ごした旧居「漱石山房」

を形あるものとして再現し公開するとともに、夏目漱石の作品や功績を広く発信してい

くことにより、地域の文化や歴史に対する区民の愛着と誇りを育み、地域文化の振興と

発展に資するため、新宿区が設置しました。 

 

漱石山房記念館は、平成 29 年 9 月の開館時から指定管理制度を導入し、「公益財団法

人新宿未来創造財団」が指定管理者選定委員会、議会の承認等必要な手続きを経て指定

管理者に選定されました。令和 2年度は指定管理第 1期の 4年目となります。 

  

 指定管理者が行う管理運営業務の具体的内容は、区と指定管理者が締結する協定書や

仕様書、指定管理者から提出される事業計画書で定めています。 

 今回、同財団から、協定書の定めに基づき、令和２年度の事業報告書の提出がありま

した。 

この報告書の内容について、管理運営業務が協定書の定めに従い適正に行われたか、

また、施設の設置目的に沿って運営し、施設利用者へのサービス向上がなされたかを検

証することを目的に、「新宿歴史博物館等文化・歴史施設指定管理者評価委員会」を開催

し、令和２年度の指定管理者管理運営業務の事業評価を実施しました。 

この事業評価結果は、同評価委員会による評価や意見を踏まえて新宿区が取りまとめ、

決定したものです。 

 

なお、評価結果については、今後の管理運営業務に反映し、よりよいサービスを提供

するため、指定管理者に通知することとします。 
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Ⅱ 施設の概要 

１ 施設の名称  新宿区立漱石山房記念館 

  

２ 所在地    東京都新宿区早稲田南町 7番地 

  

３ 規模     鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上 2階 地下 1階建 

敷地面積 1114.79㎡ 延床面積 1276.14㎡ 

４ 開設年月   平成 29年 9月 24日開館 

 

５ 施設      

施設

内容 

2階 資料展示室、展示準備室 等 

1階 

エントランスホール、カフェ厨房、 

交流・展示スペース、漱石山房展示室、授乳室、 

トラックヤード、荷卸室 

地下 1階 
事務室、収蔵庫、図書室、多目的スペース、荷解室、

機械室、講座室 

  

６ 休館日   

 (1) 月曜日、ただし、月曜日が休日の場合は直後の休日でない日 

 (2) 年末年始（12月 29日から翌年 1月 3日） 

    

 ７ 開館時間   午前 10時から午後 6時まで 

  

８ 指定管理者  公益財団法人新宿未来創造財団 

  

 ９ 管理運営業務の概要 

(1) 記念館の運営業務 

利用承認、利用料金の収納、職員の配置、人材育成、危機管理等 

(2) 施設の管理業務 

記念館の施設、附帯設備その他の設備の維持管理に関する業務等 

(3) その他記念館に関し、区が必要と認める業務 
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Ⅲ 評価の概要  

 「新宿歴史博物館等文化・歴史施設の指定管理者の管理業務に係る事業評価に関する

要綱」に基づき行いました。 

  

１ 評価委員会 

（１）名称 新宿歴史博物館等文化・歴史施設指定管理者評価委員会 

（２）構成 委員 7名（外部委員 4名、内部委員 3名） 

・宮瀧 交二（大東文化大学文学部教授（博物館学）） 

・加藤 弘美（税理士） 

・野澤 秀雄（行政相談委員） 

・夏山 勇 （早稲田町町会長） 

・村上 喜孝（区文化観光産業部産業振興課長） 

・髙橋 美香（新宿観光振興協会担当課長） 

・齊藤 正之（区教育委員会教育調整課長） 

   

２ 評価項目 

（１）施設の運営に関すること 

（２）利用・サービスに関すること 

（３）施設・設備の管理に関すること 

（４）管理運営経費に関すること 

（５）事業に関すること 

 

３ 評価対象 

  指定管理者から提出された「令和 2 年度事業実績報告書」に基づき作成された資料

（評価委員に事前送付）のほか、「令和 2 年度事業計画書」、評価委員会開催日当日、

指定管理者からの説明及び質疑応答により評価を行いました。 

  

４ 評価方法 

  各評価委員が上記評価項目と総合評価について、下記の評価基準により評価を行い

ました。 

    ４ ：優良    

    ３ ：良 

    ２ ：適当 

    １ ：課題あり 
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Ⅳ 評価結果 

１ 評価結果 

 新宿歴史博物館等文化・歴史施設指定管理者評価委員会の各委員による評価を踏まえ

て、以下のとおり決定しました。 

個別評価 評価 

１ 施設の運営に関すること ２．７ 

２ 利用・サービスに関すること ３．３ 

３ 施設・設備の管理に関すること ２．７ 

４ 管理運営経費に関すること ２．６ 

５ 事業に関すること ３．０ 

総  合  評  価 ２．９ 

全体評価 ３ 

・評価の見方 ４：優良 ３：良 ２：適当 １：課題あり 

・全体評価欄は総合評価欄の数値を下記基準により全体評価として記載 

3.5以上      →４：優良  

2.5以上 3.5未満  →３：良 

1.5以上 2.5未満  →２：適当  

1.0以上 1.5未満  →１：課題あり 

 

＜参考：各委員の評価＞ 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 合計 平均 

個
別
評
価 

１ 施設の運営に関すること 2 3 3 3 3 3 2 19 2.7 

２ 利用・サービスに関すること 3 3 4 3 4 3 3 23 3.3 

３ 施設・設備の管理に関すること 2 3 3 3 3 2 3 19 2.7 

４ 管理運営経費に関すること 2 3 3 2 3 2 3 18 2.6 

５ 事業に関すること 2 3 3 2 4 4 3 21 3.0 

総合評価 2 3 3 3 3 3 3 20 2.9 
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２ 項目別の評価 

（１）施設の運営に関すること 

   施設の運営を行う上で必要と思われる次の 7 つの小項目について評価を行いまし

た。 

① 利用率・稼働率 

② 職員体制 

③ 職員教育 

④ 緊急時の対応 

⑤ 区との連絡調整 

⑥ 適正な労働環境の確保 

⑦ その他施設の運営 

 

 評価結果 

① 目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。またそれらの目標達

成に向け、向上策を実行したか。 

臨時休館による営業日数の減（計画比 65日減）や、再開後の利用制限、事業中

止・縮小といった新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数の目標達成

率は 32.8％にとどまりましたが、感染拡大防止の対策を適切に行い、利用者数の

確保に努めています。 

② 事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のない勤務体制や職

員配置、組織体制が構築されたか。 

  計画どおり配置されています。 

③ 業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護等）が実施され、

必要な知識を身に着ける努力はなされたか。 

  研修等は計画どおり実施されています。また、全国博物館大会「コロナ時代の

新しい博物館像」へ参加し、業界の感染症対策の取組等を職員間で共有したこと

が評価できます。 

④ 事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされていたか。緊急時

に適切な対応がとられたか。 

  緊急連絡網及び財団危機管理マニュアルが整備されています。また、委託業者

の職員も含めて自衛消防訓練を行ったことは、利用者の安全を守るための取り組

みとして評価できます。 

⑤ 区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区からの改善指導・指

示への対応はできていたか。 

  区と随時情報共有が行われており、適切に行われているといえます。特に新型

コロナウイルス感染拡大防止の対応等について区との緊密な連絡調整が行われて

おり評価できます。 

⑥ 適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの指摘事項につ



6 

 

いての改善はされていたか。 

  労働関係法令を遵守し、労働関係法令研修も実施しており、適切な労働環境を

確保しているといえます。特に臨時休館時のパート職員への休業手当を全額支給

したことが評価できます。 

⑦ その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措置を講じたか。 

  適切に行われています。 

                

（２）利用・サービスに関すること 

   利用者数の拡大や利用者に提供するサービスを維持・向上する上で必要と思われ

る次の 5つの小項目について評価を行いました。 

① 利用手続 

② サービス水準の確保 

③ 利用者サービスの向上 

④ 利用者対応・接遇 

⑤ 利用者要望の把握・対応 

⑥ 個人情報等の適切な対応（個人情報保護及び情報公開に関する対応） 

 

評価結果 

① 利用手続きは適正かつ公正に行われたか。 

  新宿区立漱石山房記念館条例及び同記念館条例施行規則に沿った、観覧料金、

講堂利用料金であり、利用手続きも適切かつ公正に行われています。 

② 協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行われていたか。 

  協定書、仕様書に沿った水準で事業計画をたて、計画どおり業務を実施してお

り、適切に業務・事業が行われているといえます。 

③ 利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。 

  業務は適切に行われており、利用者の利便性の向上が図られています。特に、

コロナ禍を踏まえた動画による情報発信やキャッシュレス決済の導入が評価でき

ます。 

④ 利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用できるような接遇が

できたか。 

  アンケートからは利用者の満足度が高いことが伺え、良好な対応が行われてい

ると評価できます。 

⑤ 利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。 

  利用者意見の把握と、館内表示の充実等、要望の反映が適切に行われており評

価できます。さらなる利用者の意見の把握に努めるとともに、引き続き、アンケ

ート結果について詳細分析を行い。今後の事業計画に反映していくよう望みます。 

⑥ 個人情報保護は徹底していたか。また、情報公開に関する対応が適切に行われ

たか。 

  財団として管理基準を定めており、個人情報取扱業務に関するフローを策定し、
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適切な管理をされています。また、新宿区による立入調査においても指摘事項は

ありませんでした。 

 

（３）施設・設備の管理に関すること 

適正な施設・設備の管理を行うために必要と思われる次の 3 つの小項目について

評価を行いました。 

① 施設・設備管理 

② 施設修繕・備品管理 

  ③ 省エネルギー・省資源 

 

  評価結果 

①  事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われたか。 

 施設設備定期点検は計画どおり実施されており、適切に管理されています。ま

た、新型コロナウイルス感染症対策として適切な清掃及び消毒を行った点は評価

できます。 

②  施設修繕や備品管理は適切に行われたか。 

区と連携をとって適切に管理されています。展示替えによる収蔵品の劣化防止

や講座室の温湿度管理についても適切に行われています。 

③  省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。 

建物の構造から室温管理が難しい中、小まめな温度調整に努めるなど適切な取

り組みがされています。今後も来館者、展示品への配慮を継続しながら省エネル

ギー等への取り組みが期待されます。 

 

（４）管理運営経費に関すること 

管理運営経費の適正な執行、経費節減、事業計画で目標とした収入額の達成等を

達成する上で必要と思われる次の 3つの小項目について評価を行いました。 

①  適正な会計 

② 目標の達成 

③ 経費節減、収入・利益率確保に向けた取組 

 

評価結果 

①  適正な会計管理による収支状況であったか。 

指定管理料、利用料金収入等を合わせた収入実績 68,629,917円に対し、支出実

績は 64,585,809円となっています。 

②  目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館等により、利用料金等収

入実績は計画値を達成できなかったものの、支出面での経費削減を徹底しており、

評価できます。 

③  経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。 
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ミュージアムショップの通信販売を開始し、臨時休館中も収入確保について工

夫を行ったことが評価できます。 

 

（５）事業に関すること 

   施設の設置目的に照らした事業を実施するために必要と思われる次の 2 つの小項

目について評価を行いました。 

①  事業実施 

②  効果的・効率的な視点 

 

評価結果 

①  事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。 

 臨時休館、利用制限や事業中止・縮小等が余儀なくされる中、可能な限りの事業

について積極的に実施しています。 

② 施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施したか。 

コロナ禍において利用者の安全安心を確保しつつ、常設展の展示替えや特別

展・テーマ展の実施により、様々な視点から漱石に関して発信を行っています。

また、小・中学生向けに漱石クイズを作成し、子どもたちに漱石に親しんでもら

えるような取り組みも行われているなど、様々な工夫がされている点は高く評価

できます。 

今後も、コロナ禍のなかで生活様式が変わってきていることも踏まえ、都民の

方、区民の方、地域の方により多く利用していただけるよう、利用者に限らず、

都民全体のニーズを把握し、今後の事業をしっかりと検討していただくよう望み

ます。 

 

３ 総評 

  平成 29年度に開館した新宿区立漱石山房記念館について、指定管理 4年目の評価を

行いました。 

令和 2年度の総利用者数は 23,960人と計画値を下回る結果となりましたが、コロナ

禍のなかでも健闘しており、安定した運営がうかがわれます。各評価委員の総合評価

を踏まえ、総合的にみて良好な施設運営を行っていると評価できることから「３：良」

の評価としました。 

施設管理及び事業内容の面で様々な工夫がなされ、特にコロナ禍を踏まえた動画に

よる情報発信、キャッシュレス決済の導入、ミュージアムショップの通信販売など新

たな試みが評価できます。 

令和 2 年度は、コロナ禍で都外からの来館者が減ったことが影響し、利用者数が伸

び悩みました。引き続き、利用者アンケートの詳細な分析等を行い、コロナ禍の中で

生活様式が変わってきていることも踏まえ、利用者増に向けたさらなる工夫とともに、

地域に愛される記念館として浸透していくよう期待します。 
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◎評価資料 

事業評価を行うために使用した資料は次のとおりです。 

１ 利用者数・稼働率・・・・・・・・・・・・資料１ 

２ 利用・サービスに関すること・・・・・・・資料２ 

 ３ 省エネルギー・省資源・・・・・・・・・・資料３ 

 ４ 管理運営経費に関すること・・・・・・・・資料４ 

 ５ 事業に関すること・・・・・・・・・・・・資料５ 

 

なお、評価にあたっては、上記資料の他に、「職員体制」、「職員教育（研修一覧）」、

「緊急時の対応」、「適正な労働環境の確保（労働環境の整備に関する報告）」、「個人情

報等の適切な対応（個人情報取扱い業務フロー）」、「施設設備維持管理業務実績」等、

指定管理者から提出のあった資料に基づき、各項目の評価を行いました。 
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資料１ 
利用者数・稼働率 

 

   令和 2 年度利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休館等（4 月 1 日～6 月 15 日まで

全館休館。4 月 1 日～6 月 30 日まで図書室利用休止。4 月 1 日～7 月 13 日まで講座室利用休止、再開後

も定員の 50％で貸出し。カフェ 4 月 1 日～8 月 7 日まで休業。4 月 1 日～11 月 30 日まで団体受入休止）に

より、事業計画の数値を下回る結果となった。 

 ①施設別利用者数及び評価指標の実績報告 

施設名 
利用者数（人） 

計画 実績 達成率 前年度 前年度比 

展示室（有料） 28,000 7,979 28.5% 18,638 42.8% 

展示室（無料） 6,500 2,411 37.1% 6,055 39.8% 

図書室 14,500 6,215 42.9% 12,208 50.9% 

講座室 6,500 686 10.6% 4,174 16.4% 

カフェその他 17,500 6,669 38.1% 20,045 33.3% 

合計 73,000 23,960 32.8% 61,120 39.2% 
 

 ②利用者数 

  計画 実績 達成率 前年度 前年度比 

入館者数（人） 73,000 23,960 32.8% 61,120 39.2% 

開館日数（日） 307 242 78.8% 283 85.5% 

1 日平均入館者数（人） 237.8 99.0 41.6% 216.0 45.8% 

    
  

 

入館者内訳 計画 実績 達成率 前年度 前年度比 

有料 展示室 28,000 7,979 28.5% 18,638 42.8% 

無料 

展示室（無料）※1 

6,500 

600 

37.1% 

1,964 30.5% 

メンバーズ倶楽部 402 999 40.2% 

招待券 506 979 51.7% 

ぐるっとパス 903 1,713 52.7% 

講座室 6,500 686 10.6% 4,174 16.4% 

図書室 14,500 6,215 42.9% 12,208 50.9% 

カフェその他※2 17,000 6,477 38.1% 20,045 32.3% 

取材・視察 500 192 38.4% 400 48.0% 

合計 73,000 23,960 32.8% 61,120 39.2% 

※1 ボランティア、学校行事（小・中学生）、障害者等  ※2 カフェ、ブックカフェ、ポイントラリー 

 ③講座室利用状況（単位：区分） 

  2 年度 元年度 増減 

貸出区分数 436 566 -130 

利用区分数 86 214 -128 

稼働率 19.7% 37.8% -18.1% 



11 

資料２ 
利用・サービスに関すること 

(1)利用手続 

観覧料の徴収及び講座室の予約については、新宿区立漱石山房記念館条例及び条例施行規則を遵守して

適切に行った。 

臨時休館に伴う講座室の返金については、感染拡大により来館が困難な状況のため、返金期限を過ぎても柔

軟に対応した。 

①展示資料の観覧に係る利用料金 

区 分 一般 小学生・中学生 

常設展 
個人 300 円 100 円 

団体 150 円 50 円 

特別展 
個人 1,000 円を超えない範囲で開催ごとに設定 

団体 500 円を超えない範囲で開催ごとに設定 

  ②講座室利用料金 

 

 

 

 

(2)サービス水準の確保 

基本協定書及び年度協定書に準じて適切に施設の運営を行った。 

また、利用者に安心・安全に施設を利用していただくため、館内消毒や入館対応（手指消毒・検温・入館者カード

記入）等、協定書に記載されている以上のサービスを提供した。 

 

 

 

 

 

  

利 用 区 分 
午前 

10:00～13:00 

午後 

13:30～17:45 

全日 

10:00～17:45 

料  金 3,000 円 6,000 円 9,000 円 

職員による検温 

手指消毒噴霧器 

来館者カード記入 
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(3)利用者サービスの向上 

項目 内容 

ニューズレターの発行 
年 3 回（7 月・11 月・3 月）各 5,000 部発行。漱石山房記念館の情報発

信を行った。 

ブログの運営 吾輩ブログで漱石山房記念館の情報発信を行った。 

館報の発行 
8 月に 300 部発行。令和元年度の漱石山房記念館の実績を掲載。関係者

及び各文学館に配布した。 

ギャラリートークの実施 
通常展は中止。特別展は展示室にモニターを設置して放映及び YouTube で

動画配信した。 

音声ガイドの貸出 
4 ヵ国語音声ガイド（日本語・英語・中国語・韓国語）を計 433 人に貸し出

した。 

メンバーズ倶楽部の運営 
臨時休館により不利益が生じないように、有効期限の延長を行った。漱石山

房記念館での登録受付人数 79 人、来館者数延べ 402 人。 

キャッシュレス決済導入 感染症対策として、キャッシュレス決済を導入した。 

講座・講演会等の動画配信

の実施 

新たな取り組みとして、YouTube『レガスちゃんねる』で講座・講演会等の動画

配信を開始した。 

        

YouTube『レガスちゃんねる』         キャッシュレス決済 

(4)利用者対応・接遇 

 館内の感染症対策について、ホームページ、館外掲示だけでなく、職員が入館者に対して丁寧に説明を行った。そ

の結果、利用者アンケートにおいて、職員・警備員の対応・接遇に対して好意的な意見が多く、総合的な満足度は

3.6 点（4 点満点）と高い利用者満足度を得ている。（別紙２「利用者アンケート集計結果」参照） 

        

        感染症対策案内（館外）        東京都感染対策ステッカー 
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(5)利用者要望の把握・対応 

2 階展示室出口にアンケートボックスを通年で設置し、利用者の声を施設運営の改善に反映させた。（別紙２

「利用者アンケート集計結果」参照） 

また、職員が入館者対応（手指消毒・検温・入館者カード記入）をすることで、利用者の声を迅速に館運営

に反映することができた。（館内表示が判り難いという声が多かったため、多言語の案内表示を入口と受付に設

置した。また、写真撮影に関する質問が多いため、写真撮影禁止エリアにシールや表示を行った。） 

         

     アンケート記入場所        館内案内（入口） 

              

       （2 階階段）   撮影禁止   （1 階導入展示） 

 

 



利用者アンケート集計結果

回答数:元年度842件、2年度455件 ※構成比は未回答を除く

1.年齢 （単位：人）

前年比

人数 構成比① 人数 構成比② ②-①

113 13.5% 49 10.8% -2.7%

39 4.7% 9 2.0% -2.7%

83 9.9% 38 8.4% -1.6%

168 20.1% 83 18.3% -1.8%

219 26.2% 137 30.2% 4.0%

193 23.1% 121 26.7% 3.6%

20 2.4% 16 3.5% 1.1%

7 - 2 - -

842 100.0% 455 100.0%

2.居住地 （単位：人）

前年比

人数 構成比① 人数 構成比② ②-①

109 13.2% 101 22.6% 9.4%

325 39.4% 223 49.9% 10.5%

391 47.4% 123 27.5% -19.9%

17 - 8 - -

842 100.0% 455 100.0%

都外からの来館者比率が大幅に減少した。移動自粛の影響と思われる。

区内

都内

都外

未回答

合計

元年度 2年度

元年度 2年度

80歳代～

未回答

合計

小中学生

高校生

大学・大学院生

20～30歳代

40～50歳代

60～70歳代

学校による団体利用がほとんどなかったため、小中大学生の比率が減少した。
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3.情報入手（複数回答可） （単位：人）

前年比

人数 構成比① 人数 構成比② ②-①

45 4.7% 34 6.5% 1.9%

48 5.0% 23 4.4% -0.5%

69 7.1% 35 6.7% -0.4%

101 10.4% 61 11.7% 1.3%

17 1.8% 6 1.2% -0.6%

106 11.0% 66 12.7% 1.7%

24 2.5% 12 2.3% -0.2%

196 20.3% 95 18.2% -2.0%

361 37.3% 189 36.3% -1.1%

20 - 3 - -

987 100.0% 524 100.0%

4.来館回数 （単位：人）

前年比

人数 構成比① 人数 構成比② ②-①

677 81.0% 321 71.7% -9.3%

77 9.2% 41 9.2% -0.1%

24 2.9% 23 5.1% 2.3%

17 2.0% 7 1.6% -0.5%

41 4.9% 56 12.5% 7.6%

6 - 7 - -

842 100.0% 455 100.0%

5.満足度 （単位：人）

前年比

人数 構成比① 人数 構成比② ②-①

499 60.0% 263 59.2% -0.7%

316 38.0% 173 39.0% 1.0%

12 1.4% 6 1.4% -0.1%

5 0.6% 2 0.5% -0.2%

10 - 11 - -

842 100.0% 455 100.0%

合計

Oh!レガス

広報新宿

新聞

チラシ・ポスター

雑誌

財団ホームページ

テレビ

家族・友人

その他

はじめて

2回目

3回目

4回目

5回目以上

はじめての来館者の比率が減少した。外出自粛の影響と思われる。

「とても満足」「満足」の合計が95.8％と高い評価を受けた。

元年度 2年度

元年度 2年度

未回答

合計

未回答

Oh!レガス・財団ホームページによる来館が若干増加した。

不満

とても不満

未回答

合計

元年度 2年度

とても満足

満足
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・「松岡譲展」の開催を楽しみにしておりました。展示内容も充実していて満足です。HPのブログもとても読みご

たえがありました。ありがとうございました。

・小規模ながら、書斎の再現展示など丁寧な研究結果に基づく展示は興味深いものがあった。猫と思われる

視点で語られる導入ビデオはユニークであった。

漱石山房記念館の感想（抜粋）

・現金以外で支払いができるといい。

・今後も所蔵資料展等で紹介する予定です。

・令和3年12月からの展示会で「手紙」をテーマにした

展示をする予定です。

・展示室の照度の調整をしました。

・クリップボードを設置しました。

・館内案内をリニューアルしました。

・3月よりキャッシュレス決済を導入しました。

・大学時代、漱石を研究していました。今は高校の国語教員をしています。ちょうど高2の「こころ」を教える時期

なのもあり、先生に触れられた気がしてとても感動しています。ぜひまた機会を作って来館したいと思います。

・音声ガイドをお借りしましたが、ガイドの内容も簡潔で良かったです。

・通常展は素朴な先生の人物に直接触れられる展示が多い気がして好きです。出品目録があるのは本当に

助かりますし嬉しいです。今後も宜しくお願いします。

・2階の作品からの抜粋パネルが好きです。猫がたくさんいてかわいい。

・エリアがわかりずらい。

・今後も継続的に松岡譲に関する企画展の開催をお

願いいたします。

・今回の展示で漱石先生の「手紙」について、より興

味がわきました。「手紙」がテーマの展示を見てみたいで

す。（繊細、微妙、活発な様々な文字の手紙）

・もうちょっと電気を明るくしてほしいです。

・書くための板があれば、このアンケートが書きやすいと

思った。

意見・要望

漱石山房記念館に対する意見・要望（抜粋）

・今回もとても充実した内容の展示をありがとうございます。青楓の文筆家としての側面だけでなく、漱石死後

の門下生たちの交流についてもうかがうことができて、とても興味深かったです。

対応

・生まれや広い交流がわかり易く、資料や写真パネルなどもあり、身近に感じられて面白く、ますます興味がわ

きます。

・漱石好きの自分から見ても充実の資料で、とても楽しかったです。解説文が素敵でした。

・夏目漱石の人柄や人生、作品についての理解が深まり、教科書の中の人物ではなく、生きた人物として感

じることができ、とても良かった。

・カフェでまったりする時間が特に好きです。夏目先生が好きなので、常設展の詳しさがとても嬉しいです。

・しっかりコロナ対策されていて、安心して見学できました。
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資料３ 
省エネルギー・省資源 

 

「新宿区環境マネジメント方針」に基づき、省エネルギー・省資源の館運営を行った。 

感染症対策としてサーキュレータ 12台での換気、湿度対策のため 6月～10月にかけて講座室の空調を 24 時間

除湿運転したことが影響して、電気使用量は前年度比 1.8%増加した。廃棄物は感染症対策で取得した「来館

者カード」が新たに増加となったが、持込ごみを減らすことで、前年度比 20.3%削減した。 

項目 目標値 元年度 2 年度 目標値比 前年比 目標値設定 

電気(kwh) 316,062 319,255 324,969 102.8% 101.8% 前年度比 1％削減 

ガス（㎥） 34 34 38 111.8% 111.8% 前年度比減 

水道（㎥） 757 757 486 64.2% 64.2% 前年度比減 

コピー用紙（枚） 69,300 70,000 69,500 100.3% 99.3% 前年度比 1％削減 

廃棄物（kg) 2,578 2,730 2,177 84.5% 79.7% 
前年度比可燃ごみ

10％削減 

※可燃ごみ：元年度 1,520 ㎏、2 年度 1,270 ㎏ 不燃ごみ：元年度 1,210 ㎏、2年度 970 ㎏ 
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資料４ 
管理運営経費に関すること 

(1)適正な会計 

  公益法人会計に準拠した会計システムによる事務処理や税理士、監査法人による外部チェックにより適正に処理

を行った。 

(2)目標の達成（収入） 

 来館者の減少（前年度比 60.5%減）により、収入が減少した。 

感染拡大防止に伴う臨時休館により、当初計画より営業日数が 65 日（21.1%）減少したことや、感染拡大防

止に伴う移動制限により東京都外からの来館者が 27.5%に減少したことが大きく影響している。 

項目 目標値 元年度 2 年度 目標値比 前年度比 

観覧料 7,967,000 6,427,350 2,765,950 34.7% 43.0% 

講座室利用料 297,000 252,000 31,000 10.4% 12.3% 

講座参加料 161,000 56,500 93,500 58.1% 165.5% 

その他 130,000 182,398 170,536 131.2% 93.5% 

ミュージアムショップ収入 691,000 589,488 279,331 40.4% 47.4% 

合計 9,246,000 7,507,736 3,340,317 36.1% 44.5% 

※ミュージアムショップ収入は目標値を指定管理料に充当 

※ミュージアムショップ収入（利益）は指定管理 20%、財団自主事業 80%の比率で分配 

【来館者の居住地比率】 

居住地 元年度 2 年度 前年度比 

新宿区区内 13.2% 22.6% 9.4% 

東京都内（新宿除く） 39.4% 49.9% 10.5% 

東京都都外 47.4% 27.5% -19.9% 

※利用者アンケートをもとに比率を算出 

 (3)経費削減、収入・利益率確保の努力 

①保守・点検契約を他の財団施設と一括契約することで経費の圧縮を行った。（自動扉保守、植栽、電気工

作物、機械警備、トイレ防臭装置） 

  ②消耗品を他の財団施設と一括購入することで経費の圧縮を行った。特に消毒液やマスク等のコロナ関連商品

は品薄でまとめ発注しないと高額になる期間があり、スケールメリットを活かすことで経費を圧縮できた。 

③広報を他の財団施設と包括的に行うことで経費の削減及び効率的に周知を行った。 

項目 内容 

広報紙 
「Oh!レガス新宿ニュース」年 24 回発行（月 2 回、1 回/105,000 部発行）、新聞

折込及び新宿区立施設で配架。 

駅広告 
歴史博物館と一括契約。東京メトロ早稲田駅・神楽坂駅、都営地下鉄牛込柳町

駅に広告設置。 

施設ガイド 年 1 回発行。財団管理施設の総合施設ガイド。 

メンバーズ倶楽部通信 歴史博物館、その他記念館と合同で発行。年 6 回発行（各 1,000 部） 

ホームページ 予約システム含む財団管理施設及び事業を統括して掲載。 

④臨時休館中もミュージアムショップの通信販売を継続した。また、セット販売や支払方法の追加等、コロナ禍に

おける収入確保の施策として、通信販売を強化した。 



収支実績

1 令和2年度収支報告

2 自主事業収支報告

※支出は財団自主事業で計上

106,888

5,000

42,888

59,000

通信運搬費 0

-1,692,083

6,320,303

1,142,614

1,427,371

35,044

85,784

支払手数料 40,493

70,322,000

70,759,000

15,491,000

振込手数料112,000 71,507

委託費 32,279,455 施設管理・各種設備保守・植栽管理等32,729,000

販売売上

6,427,191

差額

講師謝礼90,000諸謝金 149,000

展示用備品

147,112

郵便等送料

254,000

5,000

100,000消耗品費 57,112

7,763,000

61,767,000

8,394,000

7,967,000

297,000

100,000

30,000

収

入

実

績

ミュージアムショップ

使用料及び賃借料

印刷製本費

収入合計①

講座参加料

本業務（提案事業）支出

本業務支出

本業務（提案事業）収入 161,000

161,000

279,331

279,331 収益の20％

279,331

64,585,809

項目 実績額 備考

71,013,000

計画額

-411,669

-411,669

-411,669

支出合計②

691,000

691,000

691,000収入計③

449,545

諸謝金 206,000 原稿等謝礼、税理士顧問料、産業医報酬

租税公課 1,972,316

156,000

2,401,000

-50,000

428,684

161,040 インターネット、サーバー等

保険料 33,035 賠償責任保険料

549,000

47,000

387,960

13,965

151,956 パンフレット等

光熱水費 7,184,581 電気料金、上下水道料金

940,000

8,646,000

788,044

1,461,419

連絡用送料、通信回線料等

45,000

377,000

消耗品費 1,048,104 維持管理用品、事務用品、消毒用品等

修繕費 376,530

1,123,000

380,000

74,896

3,470

68,629,917

支

出

実

績

64,438,697

人件費 14,348,386 ライン職員1.64人、スタッフ職員0.31人

パート人件費

収

入

実

績

指定管理料 65,568,931 当該年度指定管理料

本業務収入 2,967,486

6,335,629 パート職員3.00人

旅費交通費 9,956

通信運搬費 291,216

28,346

93,500 夜間特別開放イベント、特別展記念講演会

-1,654

-67,500

-67,500

4,323,439

3,801,931

-5,426,514

収支合計①-②+③

2,765,950

31,000

142,190

-5,201,050

-266,000

42,190

項目 計画額 実績額 差額 備考

観覧料収入

講座室利用料

ぐるっとパス販売等収入

その他 図書室複写機電気料

93,500

19
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資料５ 

事業に関すること 

(1)事業の実施 

  ①メンバーズ倶楽部会員募集受付 

   財団で管理運営している他の文化施設と連携し、登録受付・情報発信等を行った。 

   漱石山房記念館窓口での登録者 79人、来館者数延べ 402 人。 

②レガスまつり 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

③ギャラリートーク（通常展・特別展） 

 通常展は感染拡大防止のためギャラリートークはすべて中止とした。特別展は特別展期間中に 2 階展示室に

モニターを設置して上映、及び YouTube『レガスちゃんねる』で動画配信した。 

④常設展示品入替 

令和 3年 1月 25日に常設展示品を 7点撤去、5点展示した。 

⑤開館 3周年記念講演会 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

⑥特別展記念講演会 

イベント名 日時 内容 実績 

「対談 津田青楓のデ

ザインと文章」 

令和 3 年 

3 月 7 日 

《特別展》「漱石山房の津田青楓」の協力者である

柏木博氏と、文学を専門とされている長沼行太郎

氏による対談形式の講演会。 

講師：柏木博（武蔵野美術大学名誉教授）、

長沼行太郎（北関東短期大学教授） 

期間限定で YouTube『レガスちゃんねる』で動画配

信を行った。 

参加者：35 人 

参加料：17,500 円

（特別招待券付） 

⑦夜間特別開館イベント 

   音の制約が大きい講座室の新たな活用方法として、閉館後の施設を活用したイベントを実施した。 

イベント名 日時 内容 実績 

「漱石植物園-百合」 
令和 3 年 

3 月 27 日 

館の紹介ビデオでナレーションをしている、俳優の真

野響子氏による夏目漱石と植物（百合）にまつ

わる講演と朗読。 

講師：真野響子（俳優） 

参加者：38 人 

参加料：76,000 円 

 ⑧朗読会 

イベント名 日時 内容 実績 

「2 月 9 日朗読会」 

令和 3 年 

2 月 9 日～ 

令和 4 年 

3 月 31 日 

漱石の新暦の誕生日（2 月 9 日）にちなんだ朗読会。

再現展示室やベランダ式回廊を舞台に、漱石山房記念

館で活動する団体による漱石にまつわる作品の朗読を収

録し、YouTube『レガスちゃんねる』で動画配信を行った。 

参加者：4 団

体 8 人 
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⑨漱石旧暦誕生日記念品配布  

日時 内容 実績 

令和 3 年 

1 月 5～6

日 

漱石の誕生日にちなみ、上記期間中に有料入館された方に記念品（絵葉

書）をプレゼントした。 

配布数：49

枚 

  ⑩来館者促進 

イベント名 日時 内容 実績 

漱石クイズにチャ

レンジ！ 

10 月 27 日～ 

12 月 27 日 

小中学生を対象として、漱石に関するクイズに参加した全員に

金メダルをプレゼントした。 

参加者：74

人 

 

(2)効果的・効率的な視点 

指定管理事業以外に財団事業、新宿区及び地域と連携した事業を実施することで設置目的である「夏目漱

石の作品や功績を広く発信していくことにより、地域の文化や歴史に対する区民の愛着と誇りを育み、もって地域

文化の振興と発展に資する」ことを実現する。 

（別紙５「指定管理以外の事業実績」参照） 

   また、広く情報発信するため、テレビや新聞等のマスメディアを積極的に活用した。 

  （読売新聞「真夜中のオカルト公務員原画パネル展」英語版にも掲載、朝日新聞「まちの記憶」、共同通信社

「偉人館へようこそ」、テレビ朝日「じゅん散歩」等） 



１．財団事業との連携

財源 事業名 日時 事業内容・実績

補助
郷土資料の調

査収集・活用
通年

夏目漱石に関する資料の収集、貸出や利用者からの問合せに対するレ

ファレンス、館蔵資料の整理など。

(1)寄贈図書受入：14件166点

(2)図書室の書籍を、新宿区立図書館OPAC95冊登録。

(3)当館資料や漱石に関するレファレンス726件

6月16日～

9月6日

通常展《テーマ展示》「越後の哲学者　松岡譲－人と作品－」

夏目漱石晩年の門下生のひとりで漱石長女の婿・松岡譲の代表作『法

城を護る人々』や『敦煌物語』をはじめ、当館が所蔵する「松岡・半藤家

資料」の中から、その生涯と作家活動を紹介。

観覧者数：2,267人

9月15日～

1月17日

通常展《テーマ展示》所蔵資料展「漱石の書と書簡」

夏目漱石の書について、所蔵資料の中から漱石直筆の俳句や漢詩の短

冊・書簡を展示・紹介。11月17日から後期展示として、世田谷文学館よ

り借用した資料のほか、数点の展示替えを実施。

観覧者数：4,801人

1月26日～

3月21日

特別展「漱石山房の津田青楓」

夏目漱石の『道草』を装幀した画家・津田青楓は、2020年に生誕140年

を迎えた。漱石や漱石の門下生たちの本の装幀、漱石山房図を始め、青

楓の文章にも着目、漱石に最も愛された画家・津田青楓に迫った展示。

2月23日～3月21日まで、2階展示室にモニターを設置してギャラリートーク

の映像を終日放映した。また、2月22日～3月31日まで、YouTube『レガ

スちゃんねる』で動画を配信した。

観覧者数：3,004人

3月30日～

6月27日

通常展《テーマ展示》「松岡譲の漱石研究」

生涯を通じ夏目漱石研究に没頭した作家・松岡譲（1891～1969）が

岳父・漱石について記した文章を通して、松岡からみた漱石像に迫った。

観覧者数：68人（3月末実績）

第1回

11月14日

第2回

11月28日

講演内容：「漱石の『門』は、いま。」

漱石が「門」を発表して110年の記念講座。

講師：石﨑 等（立教大学名誉教授）

参加者数：延べ38人（第1回20人、第2回18人）

場所：漱石山房記念館　講座室

第1回

1月23日

第2回

2月6日

講演内容：「漱石と八雲‐心霊の時代を生きる」

科学的心理研究に距離を置きながら、日本の「精霊」的な世界への親近

感を語り続けた小泉八雲。スピリチュアリズム全盛期のイギリスに留学し、

帰国後もその作品を作品に取り込んだ夏目漱石。両者を対比、または類

比する連続講座。

講師：一柳 廣孝（横浜国立大学教授）

参加者数：延べ37人（第1回17人、第2回20人）

補助 俳句講座 3月

「俳句」という日本文化を実際に体験し、日本語、ことばに興味を抱くきっ

かけづくりを行う。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

補助 文学さんぽ
第1回12月9日

第2回3月20日

夏目漱石やその門弟たちの作品にちなんだまち歩きの実施。

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止

補助
博物館ボランティ

アの活動
通年

博物館活動に関心のある人の裾野を広げるためのサービスを提供し、協働

と参画による事業を推進する。

ボランティア登録者数：63人（漱石山房記念館ガイド部会）、活動実

績延べ21人(ブログの寄稿及びニュースレターの校正等)

指定管理以外の事業実績

補助 展示会の開催

補助 文学講座
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財源 事業名 日時 事業内容・実績

２．新宿区等との連携

連携先 事業名 日時 実績

「ミステリークエス

ト」

「ブックトーク」

夏休み期間中

新宿区立西落合図書館との共催事業。

謎解きイベント「ミステリークエスト」、「ブックトーク」の実施。

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止

「大人のための

朗読会」
2月28日

新宿区立鶴巻図書館との共催事業。

「大人のための朗読会」災い転じて…漱石山房ゆかりの人々の作品を読

む

朗読者：ぐるーぷ・カナリヤ

参加者数：30人

場所：漱石山房記念館　講座室

12月9日

新宿区主催事業。

講演内容：「漱石と鉄道」

講師：牧村健一郎（ジャーナリスト）

場所：漱石山房記念館 講座室

参加者数：40人

1月9日

新宿区主催事業。

講演内容：「趣味と階級―『それから』と『門』」

講師：石原千秋（早稲田大学 教育・総合科学学術院教授）

場所：漱石山房記念館 講座室

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止

3月9日

新宿区主催事業。

講演内容：「漱石とわたし」

講師：中脇初枝（作家）

場所：漱石山房記念館　講座室

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止

「新宿区×啄木

鳥探偵處」デジ

タルスタンプラリー

1月22日～

3月14日

TVアニメ「啄木鳥探偵處」とタイアップし、漱石山房記念館をはじめとした

区立施設5館を巡るデジタルスタンプラリー。

景品交換数：延べ311件

場所：漱石山房記念館、新宿歴史博物館、林芙美子記念館、中村

彝アトリエ記念館、佐伯祐三アトリエ記念館

熊本県

玉名市

新宿区‐玉名

市の協働展「俳

句フォト夏目漱

石の旅2020前

期（冬・春）」

11月17日～

12月27日

小説『草枕』の舞台・熊本県玉名市と新宿区の共働展。玉名市草枕交

流館で全国各地の漱石ゆかりの地の写真俳句の応募を受け付け、入選

した作品の展示。

場所：漱石山房記念館 多目的スペース

民間

『真夜中のオカル

ト公務員』原画

パネル展

10月24日～

11月15日

新宿区を舞台にしたWeb漫画『真夜中のオカルト公務員』で漱石山房記

念館を舞台にした話しの単行本発売を記念した原画パネル展。

作者のサイン入り単行本を20冊販売。

場所：漱石山房記念館 多目的スペース

区立

図書館

新宿区

九日会
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 参考資料 １ 

 

新宿歴史博物館等文化・歴史施設の指定管理者の 

管理業務に係る事業評価に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新宿歴史博物館等文化・歴史施設の指定管理者が実施した管理業

務に係る事業を評価するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

（評価委員会の設置） 

第２条 区長は、指定管理者が行う新宿歴史博物館等文化・歴史施設の管理業務に関す

る評価(以下「評価」という。)を行なうため、新宿歴史博物館等文化・歴史施設指定

管理者評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は次の施設の評価を行うものとする。 

（1） 新宿歴史博物館 

（2） 林芙美子記念館 

（3） 佐伯祐三アトリエ記念館 

（4） 中村彝アトリエ記念館 

（5） 漱石山房記念館 

３ 委員会は年度ごとに設置し、前項の評価の終了をもって廃止する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者につき、区長が委嘱し、又は任命する委員 7

名をもって組織する。 

 (1) 外部有識者 ４名 

(2) 内部委員 ３名 

２ 委員会に委員長を置き、委員長は内部委員の中から任命する。 

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

４ 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職

務を代理する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日又は任命した日から所定の評価業務が終了した日ま

でとする。 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、過半数以上の委員の出席がなければ、委員会を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

（評価の基準） 
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第６条 評価は、次に掲げる項目について、別に定める評価の基準により行なうものと

する。 

(1) 施設の管理業務に関すること 

(2) 施設の運営方法に関すること 

(3) 管理経費の収支状況に関すること 

(4) その他委員会が必要と認める事項 

（評価方法） 

第７条 委員会は、前条の評価を次のとおり行う。 

(1) 指定管理者が提出した事業実施報告書による評価 

(2) 指定管理者に対するヒアリングによる評価 

（評価結果の決定） 

第８条 区長は、文化観光産業部文化観光課が取りまとめる委員会の評価を踏まえ、評

価結果を決定する。 

（評価対象） 

第９条 委員会が行う評価の対象は、当該年度の前年度に実施した管理業務とする。 

（委員会の庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、文化観光産業部文化観光課が処理する。 

（補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年６月２６日から施行する。 

この要綱は、平成２３年６月３０日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月 1日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 
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参考資料 ２ 

 新宿区立新宿歴史博物館等文化歴史施設の 

指定管理者の管理業務に係る事業評価委員会の開催実績 

 

１ 日 時 令和 3年 8月 18日(水) 午後 1時 30分から 4時 30分まで 

２ 場 所 新宿歴史博物館 

３ 出席者  

 (1) 評価委員  

宮瀧 交二（大東文化大学文学部教授（博物館学）） 

   加藤 弘美（税理士） 

   野澤 秀雄（行政相談委員） 

   夏山 勇 （早稲田町町会長） 

   村上 喜孝（区文化観光産業部産業振興課長） 

   髙橋 美香（新宿観光振興協会担当課長） 

   齊藤 正之（区教育委員会教育調整課長） 

(2) 指定管理者 公益財団法人新宿未来創造財団 

  小栁 俊彦 （事務局長） 

  諏訪 丹美 （管理担当事務局次長） 

  青山 豊  （事業総括事務局次長） 

  岡崎 保  （事業担当事務局次長） 

  守谷 賢一 （新宿歴史博物館長） 

  鈴木 靖  （漱石山房記念館長） 

(3) 事務局 文化観光課 

  菊地 加奈江（文化観光課長） 

北村 こころ（文化資源係長） 

北見 恭一（文化資源係主査） 

  山田 郁也（文化資源係） 

４ 会議内容 

(1) 開会あいさつ 

(2) 委員紹介 

(3) 評価方法の説明 

(4) 新宿歴史博物館、林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ

記念館、漱石山房記念館の指定管理者の評価について 

  ア 指定管理者事業説明 

  イ 事業説明に関する質疑応答 

  ウ 各委員による評価 

  エ 事務局（文化観光課）による各委員の評価の取りまとめ 

 


