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① 常設展示内容 （大阪府立狭山池博物館常設展示案内 より）

狭山池ができるまで堤に残った地震の痕跡



②－１ 古代中国・朝鮮半島の敷葉工法 （大阪府立狭山池博物館常設展示案内 より）



②－２ 古代日本の敷葉工法 （大阪府立狭山池博物館常設展示案内 より）



③ 常設展示説明の現状

展示説明

展示説明文は日本語のみ。
説明文は中高生以上を対象とした内容になっている。

音声ガイド

展示説明に連動した音声ガイドを受付で貸出している。
音声ガイドは日本語・英語・中国語・韓国語に対応している。



④－１ どぼくランドの展示内容の現状 （大阪府立狭山池博物館常設展示案内 より）

日本の土木遺産

世界の土木遺産

土木ランド全景



④－２ どぼくランドの展示内容の現状 （大阪府立狭山池博物館常設展示案内 より）

ダムの役割 大阪の治水



⑤－１ 特別展、企画展、イベント等の取り組み

池守田中家文書特別公開

春季企画展 土木遺産展

特別展 狭山藩北条氏 重源と東大寺

夏季企画展 ホネの動物ランド 昆虫展



⑤－２ 特別展、企画展、イベント等の取り組み

書き初め展

ボランティアガイド

歴史ウォーク
フレッシュコンサート

小学校見学対応



⑥ 各団体の活動、狭山池博物館を支援するボランティアの取り組み

狭山池生誕祝祭「灯火輪」

狭山池まつり

クリーンアクション

クリエイティブフラッグ

さやま手つなぎマルシェ池の駅

バタフライガーデン



⑦ 公共施設等の最適な経営管理（ファシリティマネジメント）による点検（平成29年度）

４０施設

１施設

０施設

１０施設

※ 継続協議 26施設



⑧ 執行予算の現状（平成28年度 狭山池博物館運営事業費 決算額整理）

節合計 詳細

報酬 9,285  非常勤嘱託員（館長1名、一般3名）の報酬
共済費 1,231  非常勤嘱託員、非常勤職員の共済費
賃金 1,804  非常勤職員の賃金
報償費 104     講演会講師謝礼等
旅費 61      旅費
消耗需要費 3,029  

49      定期刊行物購読料
124     パンフレット・チラシ印刷

2,788  消耗品購入（インクカートリッジ、用紙、照明など）
68      小口支払基金精算

維持需用費 32,624 
5,968  ガス料金
4,183  水道料金

16,156 電気料金
362     天端シーリング打替補修

5,928  施設維持補修（雨水配管、エアコン、扉、舗装、手摺など）
27      小口支払基金精算

役務費 693     
77      郵券購入

244     インターネット料金
286     電話料金
23      ゴンドラ法定性能検査
63      賠償責任、レジャーサービス施設保険料

委託料 40,524 
11,303 保守点検業務（設備）

316     保守点検業務（エレベーター）
2,830  保守点検業務（大型遺構及び展示模型等）
4,212  保守点検業務（木製枠工及び堤体等）
1,322  保守点検業務（情報閲覧システム等） 〔執務室ネットワーク保守等〕
6,390  清掃業務

91      ゴミ収集業務
6,362  植栽管理等業務

646     外構管理等業務 〔門扉・車止開閉、国旗掲揚、安全点検等〕
4,744  受付業務（にぎわいづくり）

595     特別展・デザイン等
500     特別展・写真撮影
321     特別展・展示品運搬
238     特別展・刊行物広告等発送
99      企画展・展示品運搬

177     図録版下製作印刷業務（池守田中家文書特別公開）
378     図録改訂再販業務（常設展）

使用料及び賃借料 398     
75      AED賃貸借料

323     デジタル製版印刷機賃貸借料
工事請負費 4,796  

1,599  空調設備設置工事 〔喫茶室エアコン故障取替え〕
3,197  吸収式冷温水器補修工事

合計 94,549 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

節
金額（千円）

内容 備考

人件費 18.0％ （17,064）

施設補修、更新費 11.7％ （11,086）

人件費

18.0%
（17,064）

光熱水費

27.8%
（26,307）

通信費等

1.1%
（1,054）

施設管理費

35.5%
（33,558）

施設補修費

11.7%
（11,086）

特別展・企画展の製作費

2.2%
（2,034）

その他

3.7%
（3,446）

施設管理費

（設備の保守点検等）

35.5％ （33,558）

特別展・企画展の製作費

2.2％ （2,034）

通信費、機器リース料等 1.1％ （1,054）

光熱水費 27.8％ （26,307）

上記以外に、

大阪府の支出として、常勤職員（学芸員2名）の人件費がかかっている。
大阪狭山狭山市の支出として、常勤職員（副館長1名、事務1名）の人件費、大阪狭山市郷土資料館の管理費
（市主催展示会等の事業費）がかかっている。

項目別支出割合図 （上段：項目 、中段：割合、下段：支出金額（千円））

・特別展・企画展の製作費の支出割合が2.2％（2,034千円）
⇒ 限られた予算の中でできる範囲の企画をしている。

また、調査研究に必要な図書購入の費用もほとんどない状況。

・施設補修費の支出割合が11.7％（11,086千円）
⇒ 今後、施設の老朽化が進むことにより増加する見込み。



⑨ 関連機関 （安藤忠雄作品）

アサヒビール大山崎山荘美術館 ●

兵庫県立美術館／神戸市なぎさ公園（水際広場）●

○淡路夢舞台

●京阪電車中之島線 なにわ橋駅

●ＪＲ桜島線 ユニバーサルシティ駅

●大阪国際フェリーターミナル

●司馬遼太郎記念館

●大阪府立近つ飛鳥博物館

大阪文化館・天保山（旧サントリーミュージアム）●



⑩ 関連機関（博物館等）

●大阪歴史博物館

●堺市博物館

弥生文化博物館 ●
●近つ飛鳥博物館

●竹内街道歴史資料館（太子町）



⑫ 関連団体資料（土木学会）
オンライン土木博物館ドボ博 土木学会選奨土木遺産



⑬ 博物館の広報について

ホームページ ブログ（協働運営委員会）

トリップアドバイザー じゃらんネット



機関 テーマ ⾏先 参加費 定員 申込み

近つ飛鳥博物館 「百⾆⿃三陵をめぐる」 百舌鳥古墳群    300円(保険代、資料代)       40名 事前

大阪歴史博物館 「竹内街道から難波へ」 太⼦町⽴⽵内街道歴史資料館
葛城市歴史博物館 500円 ⼊館、保険料含む       40名 事前

⼭梨県⽴博物館 企画展「甲斐道をゆく〜甲州の⽂化史〜」 国衙周辺と鎌倉街道をウォーキング 500円 （ガイドブック代、保険代 ）       30名 事前

上田観光協会 観光ガイド 「上田城跡コース」等各種 ガイド料 1,000〜2,000円/ガイド1名 事前

あきる野市 観光ガイド 歴史⽂化に触れる紅葉めぐり 50円 保険料含む 事前

飛鳥京観光協会 観光ガイド 「古墳巡りコース」等各種 ボランティアガイド運営協⼒⾦
（ガイド1名につき3,000円） 事前

名古屋城総合事務所 名古屋城観光ガイド 名古屋城 無料 事前

⑮ ガイドツアー実施例



⑯ 現物狭山池の遺構跡展示の現状

中樋 出土地点

西樋 出土地点

東樋 出土地点

国史跡狭山池 標識

大阪史跡名勝狭山池 石碑

狭山池陣屋跡 説明板 （さやか公園内）



⑰－１ 最寄駅からのルート（大阪狭山市駅～博物館）

大阪狭山市駅

狭山池博物館

駅前案内看板（下り線側）

駅前案内看板（上り線側）

駅前案内看板（駅前広場）路面案内表示案内表示（市役所付近）案内看板（池堤下）



⑰－２ 最寄駅からのルート（狭山駅～博物館）



⑱ 未利用スペース（屋外）
平面図 航空写真

⑤

④

②

③①

⑤② ③① ④



⑲ 博物館におけるスペース活用事例

マルシェ （愛媛県歴史文化博物館） ミュージアムショップ （東京国立博物館）

レストラン （京都国立博物館）



1

[施設の使用実績]

⑳ 施設使用料金設定の現状

午前 午後 全日

会議室 平日 400       700       1,100     

土日休日 400       800       1,200     

特別展示室 平日 3,500     7,000     10,500   

土日休日 4,200     8,400     12,600   

ホール 平日 1,900     3,900     5,800     

土日休日 2,300     4,400     6,700     

コートＡ 平日 700       1,300     2,000     

土日休日 800       1,500     2,300     

コートＢ 平日 1,300     2,500     3,800     

土日休日 1,400     2,900     4,300     

水庭 平日 400       900       1,300     

（水入替なし） 土日休日 500       1,000     1,500     

水庭 平日 11,700   12,200   12,600   

（水入替あり） 土日休日 11,800   12,300   12,800   

※ホール備品 ： マイク 1台 1,000円 、プロジェクター 1式 3,000円 

金額（円）
区分



㉑ 周辺類似施設との使用料比較 （会議室、ホール、特別展示室）

会議室

施設 面積（㎡） 全日 午前 午後 夜間 備考

狭山池博物館 10：00～17：00 10：00～12：00 13：00～17：00 設定なし

平日 1,100 400 700 -

土日休日 1,200 400 800 -

SAYAKAホール 9：00～22：00 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～22：00

平日 3,200 900 1,200 1,400

土日休日 3,200 900 1,200 1,400

大阪狭山市立公民館 設定なし 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：00

平日 - 1,000 1,200 1,000

土日休日 - 1,000 1,200 1,000
大阪狭山市立社会教育センター 9：00～21：00 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：00

平日 2,000 400 900 700

土日休日 2,000 400 900 700

ホール

施設 面積（㎡） 全日 午前 午後 夜間 備考

狭山池博物館 10：00～17：00 10：00～12：00 13：00～17：00 設定なし 144席

平日 5,800 1,900 3,900 - マイク1台1,000円

土日祝日 6,700 2,300 4,400 - プロジェクター1式3,000円

SAYAKAホール 9：00～22：00 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～22：00 大会議室・90席

平日 12,300 3,600 4,900 5,600

土日祝日 12,300 3,600 4,900 5,600

特別展示室

施設 面積（㎡） 全日 午前 午後 夜間 備考

狭山池博物館 10：00～17：00 10：00～12：00 13：00～17：00 設定なし

平日 10,500 3,500 7,000 -

土日祝日 12,600 4,200 8,400 -

SAYAKAホール 9：00～22：00 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～22：00

平日 12,000 3,600 4,800 5,500

土日祝日 14,000 4,300 5,700 6,600

219.0

137.0

32.4

49.0

31.5

33.0

163.2

131.0



1 利⽤可能催し物等
(1) 京都の伝統文化、産業、学術、地域づくり等の振興に寄与する事業
(2) 旧本館の魅⼒発信につながる事業
(3) その他正庁、旧議場を会場として利⽤することがふさわしいと認められる事業

2 利⽤可能な⽇、時間
年末年始（12月29日から1月3日まで）を除き、一般公開及び京都府が使用していない日時に限る。
利⽤時間は午前9時から午後9時までです。

3 貸付対象施設と貸付料⾦

(1) 貸付対象施設 (2) 貸付料⾦

施設貸付料⾦（ブライダル事業者等が設営等を⾏う場合） 使用時間は「9時〜13時」又は「13時〜17時」
正庁（旧応接室含む） 40,600円 旧議場 51,600円
（個⼈で設営等全て⾏う場合は、上記例の場合、正庁は20,300円、旧議場は25,800円）

映画、テレビドラマ、写真等の目的で撮影する場合

㉒ 京都府庁旧本館正庁、旧議場の利⽤について

京都府庁旧本館は、明治37年12月20日に竣工し、昭和46年まで京都府庁の本館として、また、現在も執務室として使用され、創建時の姿をとどめる現役の官公
庁建物としては日本最古のもの。平成16年12月10日に国の重要文化財に指定された。

施設名 場所・面積 用途等

正庁 旧本館2階
128平方メートル

催し物のメイン会場
定員：最大80名

旧応接室 旧本館2階 (正庁東隣)
40平方メートル 楽屋、控室、サブ会場等

旧議場 旧本館1階（2階を除く）
214平方メートル

催し物のメイン会場
定員：最大60名

午前9時から 午後1時から 午後5時から

午後1時 午後5時 午後9時

正庁及び旧応接室  20,300円  20,300円  20,300円

旧議場 25,800円 25,800円 25,800円

 貸付施設



㉓ 平成20年6月財政再建プログラムの「公の施設」の見直しの視点



河川区域

史跡指定区域

準則利用区域

公園区域白抜き

凡 例

㉔ 狭山池 各種区域図


