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2. 美術館事業 予算・決算概要 
 

  

（単位：千円） 

 事項名 予算額 主な内容 

歳 

 

出 

美術館運営管理費 99,896  

  報酬 10,152 館長及び非常勤職員報酬 

  共済費 1,686 非常勤職員分 

賃金 2,957 臨時職員賃金 

報償費 3,544 イベント出演謝礼 

資料収集・評価委員会謝礼 

  旅費 950 企画展等調査旅費 

 需用費 26,669 一般事務用品 

ＯＡ事務用品 

複写品 

図書・雑誌代 

施設管理用消耗品 

情報事業用消耗品 

教育普及用消耗品等 

燃料費 

 役務費 3,684 電話料 

郵便料 

手数料 

  委託料 37,000 企画展 4 本  

常設展展示替 

広報誌作成・送達業務他 

作品パネル作成業務他 

寄贈作品修復業務 

  使用料及び賃借料 10,993 事務用機器賃借料 

ＯＡ機器賃借料 

放送受信料 

駐車料 

施設管理賃借料 

展示上映使用料賃借料 

 

 

 

 

予算概要 
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（単位：千円） 

 事項名 予算額 主な内容 

歳 

 

出 

  備品購入費 2,192 美術作品・資料購入 

図書購入 

備品購入 

 負担金補助金及び 

交付金 

69 平成 22年度川崎市地域博物館等連絡会会費 

平成 22年度全国美術館会議会費 

平成 22年度神奈川県博物館協会会費 

岡本太郎生誕１００周年 

記念事業費 

13,000  

 報償費 2,000 生誕１００年記念イベント謝礼 

委託料 11,000 １００年イベント委託・アートマップ作成

資料デジタル化事業 4,447  

 賃金 1,600 臨時的職員賃金 

消耗品費 1,200 ポリガード他 

委託料 1,647 映像デジタル化・写真デジタル化 

美術館運営協議会経費 414  

  報酬 414 美術館協議会報酬 

美術館施設整備 10,800  

 工事請負費 10,000 外壁補修工事ほか 

地上デジタル対応費 800 地上デジタル化対応工事 

計  128,557  

歳 

 

入 

使用料 45,146 観覧料 

その他使用料 2,977 カフェテリア・公衆電話・ミュージアムシ

ョップ使用料 

国庫補助金 4,000 市街地整備総合交付金 

電気・水道料金納付金 715 カフェテリア電気・水道料金・ショップ電

気料金 

保険料納付金 832 非常勤職員分 

 雑入 12,696 図録売上・音声ガイド利用料・イベント収

入・芸術文化振興基金助成金 

計  66,366  
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（単位：千円） 

 事項名 決算額 主な内容 

歳 

 

出 

美術館運営管理費 97,932  

  報酬 12,329 館長及び非常勤職員報酬 

  共済費 2,550 非常勤職員分 

賃金 2,300 臨時職員賃金 

報償費 3,372 イベント出演謝礼 

資料収集・評価委員会謝礼 

  旅費 653 企画展等調査旅費 

 需用費 23,589 一般事務用品 

ＯＡ事務用品 

複写品 

図書・雑誌代 

施設管理用消耗品 

情報事業用消耗品 

教育普及用消耗品等 

燃料費 

 役務費 3,547 電話料 

郵便料 

手数料 

  委託料 29,098 企画展 4 本  

常設展展示替 

広報誌作成・送達業務他 

作品パネル作成業務他 

寄贈作品修復業務 

  使用料及び賃借料 10,980 事務用機器賃借料 

ＯＡ機器賃借料 

放送受信料 

駐車料 

施設管理賃借料 

展示上映使用料賃借料 

 

 

 

 

 

決算概要 
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（単位：千円） 

 事項名 決算額 主な内容 

歳 

 

出 

  備品購入費 1,942 美術作品・資料購入 

図書購入 

備品購入 

 負担金補助金及び 

交付金 

7,572 池田龍雄展 実行委員会負担金・図録負担金 

平成 22年度川崎市地域博物館等連絡会会費 

平成 22年度全国美術館会議会費 

平成 22年度神奈川県博物館協会会費 

岡本太郎生誕１００周年 

記念事業費 

12,570  

 報償費 1,995 生誕１００年記念イベント謝礼 

委託料 10,575 １００年イベント委託・アートマップ作成

資料デジタル事業費 3,108  

 

 

 

賃金 1,114 臨時的職員賃金 

需用費 419 ポリガード他 

委託料 1,575 映像デジタル化・写真デジタル化 

美術館運営協議会経費 150  

  報酬 150 美術館協議会報酬 

美術館施設整備 9,754  

 工事請負費 8,984 外壁補修工事ほか 

地上デジタル対応費 770 地上デジタル化対応工事 

計  123,514  

歳 

 

入 

使用料 25,325 観覧料 

その他使用料 2,845 カフェテリア・公衆電話・ミュージアムシ

ョップ使用料 

国庫補助金 4,000 市街地整備総合交付金 

電気・水道料金納付金 642 カフェテリア電気・水道料金・ショップ電

気料金 

保険料納付金 979 非常勤職員分 

 雑入 8,472 図録売上・音声ガイド利用料・イベント収

入・芸術文化振興基金助成金 

計  42,263  

 


