
北海道博物館 人員配置

H27.6.1現在

人 員 配 置 所掌事務(行政組織規則) 分掌事務（北海道博物館処務細則）

【北海道博物館】（３６兼３０） 総務部 ●総括グループ
＜総括グループ＞【定数５】 (1) 館務一般の企画及び総合調整に １ 庶務 ６ 文書収受､発送､保存 11 式典 16 記念施設地区管理規則

館長（特非） 副館長 総務部長 主 幹(GL) 主査（総括） 中野 淑行 関すること ２ 人事､服務､研修､福利厚生 ７ 庁中管理 12 指定管理 17 北海道博物館管理規則
石森 秀三 吉田 公伸 北 敏文 (総務部長兼) 主査（公園利用） 藤本 剛 (2) 各種計画の策定及び推進に関す ３ 給与､諸手当 ８ 公用車の運行管理 13 自然公園法 18 その他他グループに属さな

北 敏文(兼) 主査（調整・施設管理） 今 聡人 ること ４ 予算､経理､決算 ９ 公有財産、物品の取得等 14 自然公園条例 いこと
主任 西尾 千秋 (3) 北海道開拓の村に関すること ５ 公印の管守 10 傷病者の救護等 15 自然公園条例施行規則
主事 徳本 彩 (4) 野幌森林公園自然ふれあい交流

館に関すること ●企画グループ
(5) 公園施設の管理に関すること １ 館業務の総合的企画及び連絡調整に関すること ８ 博物館利用者組織の育成に関すること

＜企画グループ＞【定数５】 (6) 野幌森林公園の保護及び利用の ２ 各種計画の策定及び推進に関すること ９ 博物館支援組織の整備に関すること
学芸主幹(GL) 学芸主査（企画調整） 三浦 泰之 ための規制及び指導に関すること ３ 利用者ニーズの把握に関すること 10 補助金等の活用（研究費を除く）に関すること
右代 啓視 学芸主査（計画・評価） 会田 理人 (7) 館の庶務、財務その他他部の主 ４ 自己点検評価に関すること 11 北海道開拓の村の整備・修繕計画に関すること

研究職員 田村 雅史 管に属しないこと ５ 博物館協議会の運営に関すること 12 館業務に係る道の総合計画等との整合及び道政への提言
学芸員 小林 孝二 ６ 日本博物館協会、北海道博物館協会等に関すること に関すること

７ ミュージアムメイトに関すること

＜博物館基盤グループ＞【定数９】 学芸部 ●博物館基盤グループ
学芸副館長 学芸部長 学芸主幹(GL) 学芸主査（資料管理） 山際 秀紀 (1) 資料の収集、整理及び記録保管 １ 資料、展示及び調査研究に係る業務の企画及び調整に関すること 10 総合展示室の管理に関すること
（欠） 舟山 直治 堀 繁久 学芸主査（展示） 鈴木 琢也 に関すること ２ 資料の収集・整理・受入及び登録に関すること 11 総合展示の運営に関すること

学芸主査（調査研究） 山田 伸一 (2) 展示に関すること ３ 収蔵資料データベースの運用及び資料情報の管理に関すること 12 総合展示資料目録の刊行に関すること
学芸員 添田 雄二 (3) 調査研究に係る事業に関するこ ４ 収蔵庫の管理・運営及び資料の保存環境の維持に関すること 13 特別展示室の管理に関すること
学芸員 春木 晶子 と ５ 被災資料の受入体制及び収蔵スペースの確保に係る検討に関すること 14 企画展示の企画及び運営に関すること
研究職員 遠藤 志保 (4) 北海道開拓の村の歴史的建造物 ６ 収蔵資料目録の刊行に関すること 15 調査研究推進委員会及び調査研究の実施に係る事務に関すること
学芸員 寺林 伸明 に関すること ７ 特別観覧の承認手続き及び観覧対応に関すること 16 調査研究のための外部資金に係る事務に関すること
学芸員 村上 孝一 (5) 教育普及事業に関すること ８ 模写品等の使用の承認及び貸出手続きに関すること 17 他の博物館等との交流・連携・共同研究に係る事務に関すること

(6) 利用者サービスに関すること ９ 資料審査会に係る事務に関すること 18 北海道開拓の村の歴史的建造物及び展示資料の管理に関すること
(7) 利用促進に係る広報に関するこ

＜道民サービスグループ＞【定数８】 と ●道民サービスグループ
学芸主幹(GL) 学芸主査（教育普及） 東 俊佑 (8) 博物館交流の促進に関すること １ 教育普及事業、利用者サービス及び広報に係る業務の企 ６ はっけん広場の運営に関すること
池田 貴夫 学芸主査（広報・利用促進）杉山 智昭 (9) 情報の発信に関すること 画、調整に関すること ７ 学校等への教材の貸出に関すること

研究職員 圓谷 昂史 (10) 研究成果の活用及び社会貢献 ２ 講座、講演会等行事の運営に関すること ８ 利用促進に係る広報の実施に関すること
研究職員 大坂 拓 に関すること ３ 展示解説に関すること ９ 赤れんが庁舎の情報発信機能の強化に関すること
学芸員 表 渓太 ４ 学校団体及びその他団体による利用の促進に関すること 10 他機関との連携事業等による広報活動に関すること
学芸員 出利葉浩司 ５ 総合展示・企画展示に係る教材の開発に関すること

●社会貢献グループ
＜社会貢献グループ＞【定数６】 １ 博物館交流、情報発信及び研究成果の活用に係る業務の ９ 博物館実習生及びインターンシップ等の受入に関すること
学芸主幹(GL) 研究主査（アイヌ文化） 甲地 利恵 企画及び調整に関すること 10 外部研究者及び外来研究員の受入に関すること
水島 未記 学芸主査（情報・交流） （欠員） ２ 館内外における学芸員等を対象とした研修等の実施に関すること 11 派遣研修に関すること

研究職員 大谷 洋一 ３ 館外における講座等の実施に関すること 12 研究紀要・研究報告書等の刊行に関すること
学芸員 青柳かつら ４ アイヌ文化関係資料及び情報の公開・活用に関すること 13 研究成果を一般向けに普及する刊行物等の刊行に関すること
学芸員 栗原 憲一 ５ ＩＣＴを活用した情報発信機能の強化に関すること 14 企画展示に係る図録の刊行に関すること
主任（司書） 櫻井万里子 ６ 図書室の管理・運営及び図書・視聴覚資料等の閲覧等に関すること 15 学会等への研究成果の発信に関すること

７ 模写品等の使用の承認に係る利用者対応に関すること 16 講師・各種委員就任・執筆等学芸員等の対外貢献に関すること
＜自然研究グループ＞ 研究部 ８ レファレンス業務に関すること 17 他機関との共同事業の実施及び他機関の行う事業への協力に関すること
学芸主幹（兼） 学芸員 添田 雄二(兼) (1) 北海道の歴史、文化、自然等に

研究部長 水島 未記(兼) 研究職員 圓谷 昂史(兼) 関する資料の調査研究及び整理に ●自然研究グループ
（アイヌ民族文化 学芸員 表 渓太(兼) 関すること 1 自然史系分野（地学、生物学）に関する調査研究の企画・ ４ 自然史系分野に関する情報発信及びレファレンス業務に関すること
研究センター長兼） (2) 研究成果の普及に関すること 実施及び進行管理に関すること ５ 自然史系分野に関する学会等における発表及び出版物等による研
小川 正人(兼) (3) 研究の支援に関すること ２ 自然史系分野に関する展示、普及業務の企画及び実施に関すること 究成果の公開に関すること

＜歴史研究グループ＞ ３ 自然史系分野に関する資料の収集・整理及び保存管理に関すること ６ 自然史系分野に関する他機関及び道民と連携した研究の実施
学芸主幹（兼） 学芸主査 山田 伸一(兼) 及び研究の支援に関すること
右代 啓視(兼) 学芸主査 三浦 泰之(兼)

学芸主査 鈴木 琢也(兼) ●歴史研究グループ ４ 歴史系分野に関する情報発信及びレファレンス業務に関すること
学芸主査 東 俊佑(兼) １ 歴史系分野（考古学、歴史学、美術史学）に関する調査 ５ 歴史系分野に関する学会等における発表及び出版物等による研

学芸員 春木 晶子(兼) 研究の企画・実施及び進行管理に関すること 究成果の公開に関すること
学芸員 寺林 伸明(兼) ２ 歴史系分野に関する展示、普及業務の企画及び実施に関すること ６ 歴史系分野に関する他機関及び道民と連携した研究の実施及

３ 歴史系分野に関する資料の収集・整理及び保存管理に関すること び研究の支援に関すること

＜生活文化研究グループ＞ ●生活文化研究グループ ４ 生活文化系分野に関する情報発信及びレファレンス業務に関すること
学芸主幹（兼） 学芸主査 山際 秀紀(兼) １ 生活文化系分野（産業学、生活学）に関する調査研究の ５ 生活文化系分野に関する学会等における発表及び出版物等に
池田 貴夫(兼) 学芸主査 会田 理人(兼) 企画・実施及び進行管理に関すること よる研究成果の公開に関すること

学芸員 青柳かつら(兼) ２ 生活文化系分野に関する展示、普及業務の企画及び実施に関すること ６ 生活文化系分野に関する他機関及び道民と連携した研究の実
３ 生活文化系分野に関する資料の収集・整理及び保存管理に関すること 施及び研究の支援に関すること

＜博物館研究グループ＞ ●博物館研究グループ ５ 博物館における資料の保存処理、保存環境の整備・維持
学芸主幹（兼） 学芸主査 杉山 智昭(兼) １ 博物館学系分野（展示学、博物館教育学、保存科学、資料管理学、図 等に係る館内外での実践及び指導・助言に関すること
堀 繁久(兼) 学芸員 栗原 憲一(兼) 書館学）に関する資料の収集及び実践的研究に関すること ６ 博物館における資料の登録、整理、管理等に係る館内外

学芸員 小林 孝二(兼) ２ 博物館学系分野に関する展示、普及、情報発信、研究成果の公開に関すること での実践及び指導・助言に関すること
学芸員 村上 孝一(兼) ３ 博物館における展示に係る館内外での実践及び指導・助言に関すること ７ 博物館における図書、文献類の登録、整理、管理等に係
主任（司書） 櫻井万里子(兼) ４ 博物館における教育普及に係る館内外での実践及び指導・助言に関すること る館内外での実践及び指導・助言に関すること

アイヌ民族文化研究センター アイヌ民族文化研究センター ●アイヌ文化研究グループ
＜アイヌ文化研究グループ＞ (1) アイヌ民族文化に関する資料の １ アイヌ文化系分野（言語、歴史、芸能、民具・伝統的生 ４ アイヌ文化系分野に関する情報発信及びレファレンス業

アイヌ民族文化 アイヌ民族文化 研究主幹（兼） 研究主査 甲地 利恵(兼) 調査研究及び整理に関すること 活技術）に関する調査研究の企画・実施及び進行管理に関す 務に関すること
担当副館長(特非) 研究センター長 （アイヌ民族文化 研究職員 大谷 洋一(兼) (2) アイヌ民族文化に関する研究成 ること ５ アイヌ文化系分野に関する学会等における発表及び出版物等に
中村 亘 小川 正人 研究センター長兼） 研究職員 田村 雅史(兼) 果の普及に関すること ２ アイヌ文化系分野に関する展示、普及業務の企画及び実 よる研究成果の公開に関すること

小川 正人(兼) 研究職員 遠藤 志保(兼) (3) アイヌ民族文化に関する研究の 施に関すること ６ アイヌ文化系分野に関する他機関及び道民と連携した研究の
研究職員 大坂 拓(兼) 支援に関すること ３ アイヌ文化系分野に関する資料の収集・整理及び保存管 実施及び研究の支援に関すること
学芸員 出利葉浩司(兼) 理に関すること

参考資料


