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令和３年度事業報告 

 

はじめに  

公益財団法人認定１０年目を迎え、当該年度も財団設立趣旨に準拠した堅実な

運営を実践し、物流博物館事業を推進してまいりました。 

 事業面では、令和３年度も新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言期間中、

４月２９日より６月２２日及び７月１２日より９月３０日まで臨時休館とし、こ

れにより一部のイベントを中止しました。１０月より開館日を平日のみに限定し

て開館し、１１月より通常通り開館の運びとなりましたが、同感染症防止の観点

から、常設展示の体験コーナーの利用を一部休止し、団体見学受け入れ人数の制

限、イベントは参加人数を絞って開催するなど、安全確保に留意しつつ、模索し

ながら博物館の運営に取り組んでまいりました。 

 

１．令和３年度の事業経過の概況について 

Ａ．重点推進項目の実施状況 

令和３年度事業計画にもとづき、次の５項目を重点推進項目として取り組

んでまいりました。 

（１）特別展「没後２０周年・生誕１２０周年記念特別展「物流」のパイ

オニア 平原直の生涯と思想」の開催と令和４年度に開催予定の日

本通運株式会社の前身である陸運元会社の設立 150 周年を記念した

特別展の準備、常設展示の改良・催事の実施 

（２）一般入館者および団体見学増に向けた広報活動の強化 

（３）収蔵資料の整理・データ化の推進 

（４）常設展示リニューアルの計画立案・実施 

（５）運営資金の確保 

 

（１）特別展の開催、常設展示の改良・催事の実施 

特別展「没後２０周年・生誕１２０周年記念特別展「物流」のパイオニ

ア 平原直の生涯と思想」を開催しました（展示期間は令和４年５月８日

まで）。 

感染症拡大防止の観点から、毎年恒例の催事のうち「なつやすみ段ボー

ル工作コーナー」、「美術品梱包講座」、「ペーパークラフト教室（日本内航

海運組合総連合会との共催）」は中止しました。「マンスリー上映会」は６、

７月及び 11 月～１月に開催し、10 月、11 月には中級者向け及び初級者向

けの「古文書講座」をオンラインにて開催し、12 月には「クリスマス・サ

ンタクロース映画会」を参加人数を絞って開催しました。 

（２）一般入館者および団体見学増に向けた広報活動の強化 

Twitter に続いて９月より Instagram による広報を開始し、開館情報や

常設展示の紹介、イベント情報、物流に関するミニ情報などの告知に利用

しました。感染症拡大防止の観点から積極的な広報活動は控えましたが、

全国紙都内版、業界紙誌、鉄道趣味誌、タウン紙、催事案内のＷＥＢサイ
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トなどに当館の紹介や催事の案内が掲載され、各方面で当館が紹介されま

した。また、引き続き一般来館者向けにポイントカード制度を実施し好評

を得ました。 

（３）収蔵資料の整理・データ化の推進 

昨年度に引き続き、収集後、未整理となっている収蔵資料について資料

整理に取り組み、収蔵資料目録のデータ化についても、これまで同様に進

めてまいりました。また、本年度は物流資料館の蔵書の受入を行いました。 

（４）常設展示リニューアルの計画立案・実施 

常設展示については、現代物流に関するデータ及び写真パネルを更新す

るなど定期的な展示替えを行いました。物流の歴史展示室では、個別の展

示資料について詳しく解説したシート「車石」・「新橋停車場の荷物積卸

場」・「新発田駅の貨物上屋」を作成及び設置しました。 

（５）運営資金の確保 

    事業実施に際しては効率的な運営を心掛け、費用節約に努めるとともに、

特定資産の安全かつ効率的な運用に努めてまいりました。 

 

Ｂ．物流博物館の具体的な事業実施状況について   

（１）利用者数 

  a．入館者数 

令和３年度は、開館日数は１５６日となりました（対前年度８日減、

４．９％減）。入館者数合計は２，９０９人で、前年度実績（３，６１１

人）を１９．４％下回り、予算（１０，０００人）を７０．９％下回りま

した。開館日１日平均の入館者数は、前年度２２．０人に対し、令和３

年度は１８．６人でした。また、令和３年度末時点の開館以来の累計入

館者は１８７，４２６人となりました。なお、令和３年度の休館期間・

変則的開館期間は下記のとおりです。 

・４月 29 日（木）～６月 22 日（火）、７月 12 日(月)～９月 30 日(木)： 

緊急事態宣言発出のため臨時休館。 

    ・10 月１日（金）～10 月 31 日（日）： 

土日祝日は臨時休館。火曜日～金曜日のみ開館。 

    ・12 月 20 日（月）～令和４年１月７日（金）： 

資料整理・年末年始休館。 

    ・１月 24 日（月）～２月４日（金）：展示替え休館。 

b．団体見学者数  

  団体見学者数は、中学校５団体２９名、専門学校１団体１４名、大学

４団体３７名、一般団体１０団体５６名、企業団体２１団体１５４名、

地域団体６団体４５名で、団体数合計は４７団体、団体見学者数は３３

５名でした。また、臨時休館中に２団体、５２名に対しリモートによる

展示案内を行いました。 

 

（２）令和３年度に実施した企画事業等 

a．普及事業  
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①古文書講座「幕末の世相情報を読む－地方豪農が記録した風説留－」

（オンライン開催） 

実施日：10 月９日・16 日・23 日・ 30 日の土曜日(全４回) 

登録者数：24 名(オンライン参加者 15 名・YouTube による録画のみ視

聴８名･録音データ貸出１名) 

概要：外部から講師を招き、物流に関する歴史について、古文書の解

読を行いながら解説する講座。令和３年度は、幕末期に起きた

様々な事件について、上野国(群馬県)の名主が記録した風説留

(群馬県立文書館寄託の赤堀家文書)を取り上げた。本史料は「安

政記聞」「文久記聞」「元治記聞」「慶応記聞」の計 17 冊から成

り、史料に記された横浜開港、安政の大獄、将軍上洛、大政奉

還、戊辰戦争などの聞き書きを読み解き、幕末の情報世界を紹

介。 

講師：歴史研究家 巻島隆先生 

②古文書講座「古文書を楽しむ～実用の書・鑑賞の書～」（オンライン開

催） 

実施日：11 月６日・13 日・20 日の土曜日(全３回) 

登録者数：26 名(オンライン参加者 17 名・YouTube による録画のみ視

聴８名･録音データ貸出１名) 

概要：外部から講師を招き、典型的なくずし字の読み方や、江戸時代

の古文書のパターンに触れて、楽しみながら古文書に親しむ講

座。令和３年度は、典型的な御家流のくずし字の読み方などの

基本的な事項と共に、お茶席の床の間などに掛けられた季節の

掛物の読み方など、江戸時代の古文書に留まらない文字・書体

の美の楽しみ方、読み解き方について紹介。 

講師：学習院大学史料館 EF 共同研究員 田中潤先生 

※①、②ともに ZOOM を利用したオンライン開催とし、講座の様子は

YouTube にて限定公開した(①は 12 月 25 日、②は 1 月 28 日まで)。

視聴回数は①、②合わせてのべ 348 回。 

    ③マンスリー上映会 

実施日・上映作品： 

６月 27 日(日)：「アイソマックス・リアクター輸送の記録」「エレク

ション架設工法」 

７月 25 日(日)：「新しい包装」「アフリカ 10,000 キロ」「日通伊豆富

士見ランド」 

※臨時休館中であったが、事前予約者のみ受け入れ

開催 

11 月 28 日(日)：「国宝の旅立ち」「南十字星のもとで－538 トンバキ

ュームタワー建設の記録－」 

12月 19日(日)：「アラビアの水－超大型トランスポーターの誕生－」

「モジュール輸送・据付システム」 

１月 23 日(日)：「躍進する日本通運」「昭和 30 年代 CM 特集」「世界
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にひろがる―日本通運の海外ネットワーク―」 

参加者数：のべ 46 名 

概要：当館では昭和 20 年代～50 年代に日本通運㈱が企画・製作した

多数の映画フィルムを収蔵しており、これらの内約 100 本の記

録映像がデジタル化されている。平成 29(2017)年度以降、これ

らの中から映像作品を選び、上映会を毎月 1 回開催している。

令和３年度は、感染症拡大防止の為、４月、５月及び８月～10

月は中止し、定員は前年度と同様 15 名に制限した(２月と３月

は特別展映画会開催のため行わず)。 

④クリスマス・サンタクロース映画会 

実施日：12 月 12 日(日)(午前・午後全２回) 

参加者数：こども 13 名、保護者 12 名、合計 25 名 

対象：幼児～小学生(小学校３年生までは保護者同伴) 

概要：プレゼントを「運ぶ」サンタクロースをテーマにした映画を２

本上映し、子どもたちにプレゼントを贈呈。参加者の定員は従

来の半分以下に制限して実施した。 

⑤博物館学芸員実務実習の受入 

実施日：前半＝８月６日(金)～８日(日)・11 日(水) ～12 日(木)/ 

後半＝８月 15 日(日)・17 日(火)～19 日(木)・22 日(日)の各

５日間 

受入人数：前半＝お茶の水女子大学、学習院大学、東京成徳大学、日

本大学通信教育部各１名/後半＝青山学院大学、専修大学、

中央大学、日本女子大学各１名 

概要：大学で博物館学芸員資格取得を目指す学生の実務実習の受入。 

※感染症拡大防止の為、実習日数を例年の半分に減らし、実習

生を前半と後半のグループに分け受け入れた。 

⑥高輪伝馬の会 

概要：高輪伝馬の会は、古文書講座(平成 13 年度～実施)の参加者のう

ち、講座終了後も継続して古文書読解を行うことを希望したメ

ンバーにより、平成 15 年(2003)11 月に発足した自主的な勉強

会。当館の所在地高輪にちなみ名称を「高輪伝馬の会」とした。

令和３年度はオンラインと会場の併用、臨時休館中もオンライ

ン及び録音データを利用して活動を継続。原則毎月第１･３土曜

日に開催。令和４年２月現在の会員数は 10 名。 

参加者数：のべ 168 名 

開催回数：全 18 回 

b．特別展 

①特別展「没後２０周年・生誕１２０周年記念特別展「物流」のパイオ

ニア 平原直の生涯と思想」 

会期：２月５日(土)～５月８日(日)（令和３年度は 46 日間） 

年度中入館者数：869 名（２月５日(土)～３月３１日(木)） 

会場：物流博物館 1 階「物流の歴史」展示室・２階映像展示室 
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展示概要：戦前・戦中・戦後の激動の時代を通じ、一貫して荷役労働

における人間の「苦役」からの解放をめざした平原直 (ひら

はら・すなお：1902～2001)。戦前から輸送現場に身を置き

作業の機械化・合理化を提唱、戦後は月刊誌『荷役と機械』

を 38 年間にわたり発行し、執筆や講演・教育活動を通じて

パレット、フォークリフトなどの導入・活用をはじめ、荷役

の近代化・物流理論の開発普及に尽力した。戦後の変革期を

経て合理化された物流発展の礎を築いた先覚者として知ら

れ、その影響は中国・韓国・台湾にも及ぶ。平原の思想は革

新・合理化を主張しながら公共性を前提とし、視線は常に変

革によって失われていく技術や運ぶ姿、歴史にも注がれてい

た。平原が遺した膨大な著作や資料・写真・映像によりその

足跡を振り返り、変動期といえる現在に通じる指針を見出そ

うとする試み。 

共催：流通経済大学／後援：一般社団法人日本パレット協会・株式会 

社流通研究社 

協力：日本パレットレンタル株式会社 

主担当：玉井幹司 

関連事業： 

１)講演会  

①第１回「荷役近代化の父・平原直の生涯と思想」 

実施日：３月 26 日(土)  

参加者数：会場９名、オンライン 18 名、YouTube による録画の

み視聴５名 

共催：東京産業遺産学会 

講師：物流博物館主任学芸員 玉井幹司   

②第２回「物流における荷役の役割と将来－変わる生活様式、変

わらない物流の本質－」 

実施日：４月 24 日(日) 

講師：東京海洋大学名誉教授・流通経済大学元教授 苦瀬博仁

先生 

③第３回「小運送合理化に果たした平原直の役割」 

実施日：５月５日(木・祝) 

講師：城西大学准教授 河村徳士先生 

２)映画上映会 

＊全プログラムで平原の製作・脚本・演出・撮影による「荷役近

代化への道－現場人はいかに闘ったか－」を上映。 

①プログラムＡ 

上映作品：「荷役はかわる－通運のパレット作業－」 

実施日：２月 13 日(日)・４月 10 日(日) 

②プログラムＢ 

上映作品：「欧米の貨物輸送作業」「トレーラーとのせかえ車」 
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実施日：２月 27 日(日)・４月 10 日(日) 

③プログラムＣ 

上映作品：「荷役はかわる 第２集」 

実施日：３月 13 日(日)・５月３日(火・祝) 

④プログラムＤ 

上映作品：「荷役はかわる第三集ユニット・ロード システム」 

「荷役は変る－第四集システム化への道」 

実施日：４月 24 日(日)・５月３日(火・祝) 

３月までの映画会参加者総数：21 名 

３)担当学芸員による展示解説スライドトーク  

実施日：２月 13 日(日)・27 日(日)・３月 13 日(日)・４月 10

日(日)・５月３日(火・祝) 

３月までのスライドトーク参加者総数：９名 

c．外部協力 

①資料館外貸出 

１) 渡辺一策氏旧蔵・鉄道貨物輸送関係資料３点 

   展示期間：８月 20 日(金)～９月 20 日(月) 

会場：瑞穂町郷土資料館けやき館 

概要：瑞穂町郷土資料館特別展「ふるさとの鉄路－八高線と水の 

   公共交通のあゆみ－」関連展示「写真展・西多摩の鉄道貨

物－渡辺一策氏の足跡を巡る－」において展示。 

②博物館関係諸団体との連携と共同の取り組み 

１）「産業文化博物館コンソーシアム」（通称：ＣＯＭＩＣ） 

①定例開催の会合に参加 

概要：平成 20 年春、企業ミュージアムの運営者が集い同コンソ  

ーシアムが発足して以来、連携緊密化と情報交換のため、

定例開催のシンポジウム・事例研究会に参加。今年度はオ

ンラインによる情報交換を行った。 

②第 77 回ＣＯＭＩＣ勉強会にてオンライン講演 

実施日：３月 18 日(金) 

参加者数：45 館 105 名 

概要：「開館 24 年目を迎える物流博物館の現状と課題／開催中の

特別展について」と題し、オンライン講演。 

担当：講演・玉井幹司、特別展撮影・森田耕平 

２）「みなとの博物館ネットワークフォーラム」 

概要：港に関する文物を研究・所蔵・展示する博物館及び港湾関

係者で構成され、相互情報交換や連携事業を実施。連携緊

密化と情報交換のため、イベントの告知などをフォーラム

の WEB サイト内「ミュージアムの最新情報」に掲載。 

３）「港区ミュージアムネットワーク」への協力 

概要：東京都港区の主導により、同区内に所在する博物館・美術

館等の相互情報交換や連携事業を実施。平成 20 年春に同
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ネットワークが発足以来、博物館の広報と連携のため物流

博物館として各種事業に極力参加。 

４）「小規模ミュージアムネットワーク（ちいさいとこネット）」への

参加 

概要：小規模博物館施設をはじめ、博物館に専門的関心をもつ個

人の交流組織。例年、博物館視察などの例会、「サミット」

（大会）が行われている。今年度は感染症拡大防止のため

サミットは中止、メーリングリストによる情報交換等を行

った。 

③各種イベント等への出展・連携など 

 １）プロロジス CSR 活動 

  ①ボランティア活動 

概要：同社 CSR 活動の一環として平成 20 年度より、東京・大阪

両オフィスで同社社員によるボランティア活動として、

段ボール工作キットや当館のしおりの製作作業を毎回１

時間程度依頼。今年度は感染症防止のため社員が一堂に

会しての作業は行われなかったが、有志のボランティア

の方々が各自でしおり・工作キットを製作してくださっ

た。 

参加：同社社長始め有志社員の皆様 

      ②物流ジャンボパズルの制作 

        概要：体験コーナーに設置の物流ジャンボパズルは制作から 10

年以上経過し劣化が目立ってきたため、新たなバージョ

ンを制作・寄贈してくださった。パズルの絵は物流施設

やコンテナ船など輸送手段の写真。 

        種類：15 ピース・４種類、24 ピース・３種類、40 ピース・３種

類の合計 10 種類 

２）「酒田海洋センター50 年の歩みと全国みなとの博物館～  

レッツ！ GO TO ミュージアム～ 」への出展 

  展示期間：11 月 30 日(火)～５月 15 日(日) 

主催・会場：山形県酒田海洋センター 

概要：当館も参加している「みなとの博物館ネットワークフォー

ラム」を通じて、会員館である酒田海洋センターより同フ

ォーラム及び会員館を企画展示にて紹介したい旨の協力

要請があり、当館紹介パネル原稿を製作し提供。 

     ３）「岡山鉄道 130 周年記念事業」への出展  

※緊急事態宣言発令のため中止 

       主催：公益社団法人鉄道貨物協会岡山支部 

協力：日本貨物鉄道株式会社関西支社岡山支店 

実施予定日：10 月上旬 

会場：岡山駅地下街(岡山一番街) 

概要：JR 貨物関西支社岡山支店より、岡山駅開業 130 周年を記念
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して、岡山管内の鉄道貨物輸送について紹介するイベント

を開催するにあたり、その歴史を物語る写真を展示したい

旨の協力要請があった。かつて岡山ドーム付近に存在した

岡山操車場の歴史的変遷を追ったパネル展示を予定、原稿

作成を行ったが、緊急事態宣言の発令(岡山県)を受け主催

者判断により中止。 

④学芸員による出講・講演・執筆・監修等 

１）高輪図書館分室春の親子工作会「物流を学んで自分だけのウイン

グ車を作ろう！」へ出講 

主催及び会場：高輪図書館分室 

開催日：５月 23 日(日) 

参加者数：４歳～６歳の子供と保護者７組 15 名 

概要：同館分室にて開催の子供向けイベントに出講。物流産業を

知ってもらうために、動画にて４つの輸送手段や当館の紹

介を行い、牛乳パックを利用してモノを運ぶトラックを製

作。 

担当：三田芳美・森田耕平 

２）物流史研究会へ出講 

主催：物流史研究会 

実施日：６月 12 日(土)  

会場：オンライン講演 

概要：「飛脚問屋の経営について－江戸の飛脚問屋・嶋屋佐右衛門

を中心に－」と題し講演。 

担当：玉井幹司 

３）全国通運連盟寄附講座へ出講 

主催：公益社団法人 全国通運連盟 

実施日：９月 29 日(水)・10 月６日(水)〔第１回、第２回〕 

会場：流通経済大学(オンライン講義) 

概要：全国通運連盟寄附講座(全 14 回)のうちの２回を担当。「物

流と通運の歴史」と題して江戸時代の飛脚を中心とする交

通・運輸のあゆみから明治以降の鉄道貨物取扱業の歴史、

近年の概況までをオンライン録画にて講義を行った。 

担当：玉井幹司〔第１回〕、森田耕平〔第２回〕 

４）第２３８回物流塾へ出講 

主催：ロジスティクス IT 研究所・マイクロメディア研究所 

実施日：２月 12 日(土)  

参加者数：会場５名、オンライン 16 名 

会場：物流博物館２階映像展示室及びオンライン講義 

概要：「平原直先生の生涯と業績について」と題し講演。 

担当：玉井幹司 

５）三田いきいきプラザへ出講 

主催：三田いきいきプラザ 
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実施日：２月 17 日(木)・24 日(木)  

参加者数：港区民 10 名 

会場：三田いきいきプラザ集会室 A 

概要：「歴史講座 物流のいまむかし」と題し講演。 

担当：玉井幹司 

６）日本物流学会・関東部会へ出講 

主催：日本物流学会・関東部会 

実施日：２月 19 日(土) 

会場：オンライン講演 

概要：「平原直を回顧する その生涯と思想について」と題し講演。 

担当：玉井幹司 

７）物流史研究会へ出講 

主催：物流史研究会 

実施日：３月５日(土) 

会場：オンライン講演 

概要：「没後 20 周年・生誕 120 周年記念・平原直回顧展の概要紹

介と平原直の歴史研究について」と題し講演。 

担当：玉井幹司 

     ８）執筆 

       ①みなとの博物館ネットワークフォーラムホームページ「今月の

逸品 ver.3」コーナーにおいて「「東京両国通運会社川蒸気往復

盛栄真景之図」野田定吉画、明治 10 年代後半」と題し、通運丸

の錦絵について執筆（担当：三田芳美）。 

     ９）監修等 

       ①日本通運㈱公式 SNS（Linked in）に 11 月以降連載投稿された

「日通の歴史（日通 80 年の歴史の歩みハイライト）」（掲載は

英文）記事に写真提供を行い、記事の監修を行った（担当：玉

井幹司・森田耕平）。 

       ②NITTSU グループユニバーシティによる研修用動画作成にあた

り、資料及び情報を提供し、内容についてアドバイスを行った

（担当：玉井幹司・三田芳美・森田耕平）。 

   d．マスコミ掲載（主なもの） 

①掲載 

１）『Do For Others 第 28 号』明治学院大学校友会会報誌 2021 年９月

発行「明学さんぽ親子で歩ける品川ルート編」に常設展示が紹介。 

２）『国立国会図書館月報』2021 年 10 月号(№726)当館特別展図録「飛

脚問屋・嶋屋佐右衛門日記の世界」の書評掲載。 

３）港区観光協会サイト特集「東京・港区の学べるミュージアム」2021

年 11 月５日掲載にて常設展示紹介。 

４）『日刊工業新聞』2022 年１月 22 日号掲載「産業博物館を訪ねる 利

用運送振興会 物流博物館」にて常設展示紹介。 

５）『運輸新聞』2022 年２月 22 日記事「平原直氏の生涯と思想」と題
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し、特別展紹介。 

６）『マテリアルフロー』2022 年３月号「エムエフスポットライト」

欄にて「「荷役近代化の父」平原直氏の功績を辿る貴重な展示が満

載」と題し、３頁にわたり特別展紹介。 

７）『読売新聞』2022 年３月 18 日朝刊都内版「TOKYO ウィークエンド」

にて特別展紹介。 

（３）その他 

a．新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応 

①同感染症拡大防止及び緊急事態宣言発令にともなう臨時休館 

臨時休館期間：４月 29 日(木)～６月 22 日(火)及び 7 月 12 日(月)～9

月 30 日(木)  

10 月中は開館日を限定(火曜日～金曜日)して開館。11 月より通常開館。 

②展示室内体験コーナーの休止  

「物流会社の制服着用体験」、「飛脚に変身」、「ふろしき包み体験」、「段

ボール工作」、「カーゴ君ぬりえ」、「物流タウンシート」、「はこぶ絵本」

閲覧、「物流ジャンボパズル」、「貨物列車のおもちゃ」は中止した。 

運びくらべは 10 月１日より再開。 

③団体見学の受け入れ日と人数の変更  

団体見学の受け入れは平日のみ（休日は個人来館者が多いため）、１団

体最大 15 名までに変更。 

④普及事業の中止  

以下の子ども向けの事業及び体験講座を中止。 

１）なつやすみ段ボール工作コーナー 

２）学生向け体験講座「美術品の梱包・入門（陶器）編」 

３）講座「内航船ペーパークラフトを作ろう！」（日本内航海運組合総

連合会との共催事業） 

⑤施設利用の人数制限 

最大 15 名までとした。 

※その他、来館者には体調不良時の来館自粛、マスク着用をお願いし、

館内には消毒液の設置、密集回避のための床ライン表示、タッチペ

ン・マウス等共有部分の定期的な消毒、閉館後の消毒を行っている。 

 

Ｃ．寄附金の収受実績について  

（１）物流博物館等維持会正会員各社・準会員各社による寄附 

大変厳しい経済環境下、日本通運㈱殿を始めとする維持会正会員８社の

絶大なご理解により合計２８，０００千円のご寄附を賜りました。 

準会員については、一般公募（ＮＸグループ関係各社以外）１４社から合計

１８口５４０千円、ＮＸグループ関係２６社から合計５０口１，５２０千

円、合計４０社、６８口２，０６０千円のご寄附を賜りました。また、今

年度新たに日通高田運輸㈱殿、日通氷上運輸㈱殿に、準会員としてご入会

いただきました。 

以上、正会員８社・準会員４０社、合計４８社による寄附合計額は３０，
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０６０千円（対予算６０千円増、対前年度実績１８０千円増）となりました。 

  

Ｄ．令和３年度収支の状況  

（１）収支状況  

経常収益計は３６，０１７千円で、予算（３７，３０７千円）に対して

１，２８９千円減（３．５％減）、前年度実績（３８，３６９千円）に対

して２，３５１千円減（６．１％減）となりました。対前年実績減の要因

は、特定資産運用益、雑収益（持続化給付金）の減によるものです。 

経常費用計は４８，１４１千円で、予算（５３，４４７千円）に対して

５，３０５千円減（９．９％減）、前年度実績（５３，８１９千円）に対

して５，６７８千円減（１０．６％減）となりました。対前年度実績減の

主な要因は、減価償却費、修繕費の減です。 

（２）運用手元資金 

令和４年３月３１日の手元資金は、７２４百万円で、内訳は次のとおり

です。 

（百万未満は切り捨て） 

             令和４年３月末 令和３年３月末  令和２年３月末  

      国  債   ３５０百万円  ３５０百万円   ４８９百万円  

     政府保証債    １００百万円    １００百万円   １００百万円 

      社   債   ２０２百万円  １０２百万円   １０２百万円 

定期預金     ４１百万円  １８１百万円    ５１百万円   

        普通預金    ３０百万円   ４７百万円    ３４百万円   

       合  計    ７２４百万円  ７８１百万円   ７７８百万円   

 （３）正味財産 

令和４年３月３１日現在の正味財産は以下のとおりです。 

    令和４年３月末  令和３年３月末  令和２年３月末  

    2,273,077,383 円  2,285,200,989 円  2,300,982,727 円 

    ※正味財産減の主な要因は平成１８年度からの固定資産減価償却    

（当期償却額 16,812,210 円）によるものです。 

以  上 


