
平成２４年度事業報告 

Ⅰ 概 況 

   平成５年４月１日に財団法人として設立された菊葉文化協会は，平成２４年４月

１日に公益財団法人に移行し，平成２５年４月に創立２０周年を迎えた。 

平成２４年度は公益財団法人としての最初の事業年度であり，皇室ゆかりの伝承

文化・文化財についての調査研究，皇室ゆかりの伝承文化・文化財及び皇室の御活

動等皇室関連事項の国民への紹介，皇室関連施設の参観者・入園者等に対する便宜

の供与，皇室関連施設の維持管理への協力等の公益目的事業を推進し，文化の向上

及び福祉の増進に寄与した。 

１ 公益目的事業 

平成２４年度においては，ほぼ年度当初目標とした事業計画どおり公益目的事業を

実施することができた。 

  皇室御一家(皇室カレンダー)は，ほぼ例年どおりの頒布実績であった。 

三の丸尚蔵館展覧会図録のうち第６１回展「明治十二年明治天皇御下命「人物写真

帖」」は，近年になく好調な頒布であった。また，「皇室制度史料 儀制 成年式三」

（図書）を発行し，「正倉院」（図書）及び「皇居のしおり」（小冊子）の改訂を行

った。 

平成２３年４月から本格実施したボランティアガイドによる皇居東御苑ガイド事業

は，定期案内，自然観察会共に順調に推移し，好評をいただいている。 

２ 収益事業 

収益事業についても，平成２４年度は，ほぼ年度当初目標とした事業計画どおり実

施することができた。 

 

Ⅱ 事業規模 

   平成２４年度の事業規模は，経常収益約２１１百万円，経常費用約２１６百万円で，

経常増減額は約５百万円の赤字であった。 

   これを会計区分別にみると，次の表のとおりである。 

会計区分 事業区分 
  収 益 

 （千円） 

  割合 

（％） 

  費 用 

 （千円） 

 割合 

（％） 

公益目的事業会計 

調査研究事業(公１)   0 0   1,437 0.7 

紹介・便宜供与事業(公２) 115,152 54.5 123,365 57.1 

維持管理協力事業(公３) 16,243 7.7 21,031 9.7 

共通 3,755 1.8 0 0 

計 135,150 64.0 145,833 67.5 



収益事業会計  
 72,348 34.2   55,437 25.7 

法人会計  
3,739 1.8 14,647 6.8 

合計  211,237 100  215,917 100 

 

Ⅲ 具体的事業 

１ 公益目的事業 

（１）皇室ゆかりの伝承文化・文化財及び皇室制度に関する調査研究，資料の収集等を

行う事業（公益目的事業１「調査研究事業」）    事業費 １，４３７千円 

  ① 三の丸尚蔵館所蔵の美術工芸品関連の調査研究及び資料収集 

・三の丸尚蔵館収蔵美術品に関する調査研究       １件 

・三の丸尚蔵館収蔵作品に関する各種文献のデータ収集  １件 

  ② 正倉院宝物関連の調査研究及び資料収集 

・正倉院宝物に関する調査研究             ４件 

 （２）皇室ゆかりの伝承文化・文化財及び皇室の御活動等皇室関連事項を広く国民に紹

介する事業並びに皇室関連施設の参観者，入園者等に対して便宜を供与する事業

（公益目的事業２「紹介・便宜供与事業」）     事業費 １２３，３６５千円 

   １）皇室ゆかりの伝承文化・文化財及び皇室の御活動等皇室関連事項を広く国民に

紹介する事業 

 ① 三の丸尚蔵館展覧会図録の発行 

  宮内庁が行う三の丸尚蔵館展覧会に合わせて，次のとおり三の丸尚蔵館展覧

会図録を発行した。 

回 展覧会名 発行年月 
製作 

（部） 

単価 

（円） 

賛助会員 

（部） 

その他 

（部） 

頒布 

（部） 

５７ 
内国勧業博覧会 

―明治美術の幕開け 
24.4 800 1,900 301 71 239 

 ５８ 珍品ものがたり 24.7 600 1,500 301 71 228 

５９ 
描き継ぐ日本美 

―円山派の伝統と発展 
24.9 700 1,500 301 71 301 

６０ 
鎌倉期の宸筆と名筆 

―皇室の文庫から 
24.11 1,000 1,500 301 71 628 

６１ 
明治十二年明治天皇御下命

「人物写真帖」 
25.1 5,200 1,500 301 71 4,352 



② 皇室ゆかりの伝承文化・文化財及び皇室制度に関する図書の発行・頒布等 

「皇室制度史料 儀制 成年式三」を新たに発行し，「正倉院」を改訂し，

当協会が発行した「平成の宮中歌会始」・「皇居東御苑セルフガイドブック」・

「皇室制度史料 儀制 誕生四」と共に頒布した。 

③ 皇室ゆかりの伝承文化・文化財に関する解説小冊子等の改訂・頒布 

    「皇居のしおり」を改訂し，当協会が製作した「京都御所」・「仙洞御所」・

「桂離宮」・「修学院離宮」と共に頒布した。また，当協会が製作した絵葉書，

図書カード，一筆箋等を頒布した。 

    ④ 皇室ゆかりの伝承文化・文化財，皇室の御活動等を紹介する DVD の頒布 

       当協会が制作した DVD「皇室の伝統文化」・「雅楽」・「正倉院」・「正

倉院宝物の美と技」・「皇居をたずねて」・「京都御所」・「御所・離宮」・

「天皇皇后両陛下－ご結婚五十年をお迎えになって－」・「天皇陛下古希をお

迎えになって」・「皇后陛下美智子さま－陛下のお側で－」を頒布した。なお，

宮内庁が企画した「天皇皇后両陛下 国際親善の旅」・「天皇皇后両陛下の被

災地お見舞―国民に心を寄せて―」等の DVD を販売した。 

     ⑤ 皇室御一家（皇室カレンダー）の発行・頒布 

      皇室のご動静，ご活動等を紹介する平成25年版の「皇室御一家（皇室カレン

ダー）」を発行し，頒布した。 

発行年版 
頒布部数 

壁掛式（部） 卓上型（部） 化粧箱（個） 

平成２１年版 ８９，５００ １５，５００ ５，４００ 

平成２２年版 １０３，１００ １７，７００ ４，０００ 

平成２３年版 ９６，２００ １４，１００ ４，８５８ 

平成２４年版 ９５，２００ １４，７００ ６，２００ 

平成２５年版 ９５，２００ １３，２００ ５，６００ 

⑥ 京都御所一般公開に際しての文化紹介事業に対する協力 

宮内庁が行う春季・秋季京都御所一般公開に際し，伝統的な文化事業（献花，

人形飾り付け等）に協力した。       ２ 件           ６７３千円 

    ⑦ 京都葵祭行列協賛会に対する助成 

京都の伝統文化である葵祭に際し，京都葵祭行列協賛会に助成した。 

                                        １ 件           ５００千円 

     ⑧ 皇室ゆかりの伝承文化「雅楽」に関する解説小冊子の製作・無償配布（提供） 

      宮内庁が行う春季・秋季雅楽一般公開に際し，解説小冊子「雅楽」を製作し

て観覧者等に無償配布（提供）した。 



 日本語（部） 英語（部） 備考 

雅楽 13,000 1,700 
日本語は日本宝くじ協会， 

英語は霞会館からの助成 

    ２）皇室関連施設の参観者，入園者等に対して便宜を供与する事業 

    ① 皇居，御所離宮等に関する解説パンフレットの製作・無償配布 

       京都御所・仙洞御所・桂離宮・修学院離宮に関する解説パンフレットを改訂

し，宮内庁が行う皇居・京都御所・仙洞御所・桂離宮・修学院離宮の参観に際

し，皇居の解説パンフレットと共に参観者等に無償配布した。また，正倉院に

ついては，正倉現場公開の際，解説パンフレットを無償配布した。 

 日本語（部） 英語（部） 中国語（部） 韓国語（部） 備考 

皇居 50,000 7,000 0 1,000 

日本語は日本宝くじ協会，

外国語は霞会館からの助成 

京都御所 50,000 40,000 2,000 1,000 

仙洞御所 15,000 3,000 1,000 0 

桂離宮 40,000 5,000 1,000 0 

修学院離宮 44,000 5,000 1,000 0 

     ② 皇居及び御所離宮における参観者に対する参観案内ビデオの上映 

       宮内庁が行う皇居・京都御所・仙洞御所・桂離宮・修学院離宮の参観に際し，

映像設備により参観案内映像を参観者に提供した。 

     ③ 皇室ゆかりの伝承文化等に関する模型の展示 

       当協会が製作した，大嘗祭に用いられる大嘗宮，信任状捧呈式の際に用いら

れる馬車列及び雅楽に関する模型を皇居東御苑内本丸休憩所ほかで一般展示

した。 

     ④ 皇居東御苑の利用者への便宜供与 

        皇居東御苑に当協会が設置した案内板・解説板等を維持管理し，皇居東御苑

に関する解説パンフレット及びガイドマップを製作して入園者等に無償配布

し，皇室ゆかりの伝承文化・文化財，皇室の御活動等に関する情報を映像設備

等により入園者に提供した。 

 日本語（部） 英語（部） 中国語（部） 韓国語（部） 備考 

解説 

パンフレット 
40,000 40,000 6,000 3,000 

日本語は日本宝くじ協会，

外国語は霞会館からの助成 

ガイドマップ 30,000 ― ― ―  

     ⑤ 京都御所一般公開に際して舞楽台の提供 

宮内庁が行う春季・秋季京都御所一般公開に際し，当協会が製作した雅楽

用の舞楽台を無償提供した。 



     ⑥ 皇居東御苑ガイド事業の実施 

皇居東御苑において，原則として毎週水曜日・土曜日の午前・午後の２回

（各２班），入園者に対しボランティアガイド（約４０名）によるガイド案

内及び自然観察会（植物観察会にテーマを絞ったガイド案内）を実施した。

桜，ゴールデンウィーク，花菖蒲，紅葉，梅等の時季には案内回数を増やし，

平成２５年３月２３日，案内者は１万人に達した。 

年度 案内日数 案内回数 案内人数 平均人数/回 備考 

平成２２年度 ２３ ７４ ７１０ ９．６ 11/20ガイド開始 

平成２３年度 ８４ ３３４ ３，７９６ １１．３ 
別に東日本大震災避

難者見学会で案内 

平成２４年度 ９６ ４２９ ５，６３６ １３．１ 自然観察会を含む 

合計 ２０３ ８３７ １０，１４２ １２．１  

 

（３）皇室関連施設における環境の保全，維持管理等に対する協力事業（公益目的事業

３「維持管理協力事業」）             事業費 ２１，０３１千円 

         ① 皇室関連施設における利便増進業務 

宮内庁から請け負った皇室関連施設における利便増進業務の実施状況は，次の

とおりであった。なお，皇居東御苑苑路ほか清掃業務は落札することができず，

正倉院「正倉」外構監視業務は，正倉整備工事期間中は休止されている。 

請負業務名 延べ人員（人） 事業費（千円） 

➀皇居参観案内業務 ４０７ １，３６７ 

②皇居勤労奉仕団世話業務・窓明館管理業務 １５６ １，１７８ 

③三の丸尚蔵館観覧者管理業務 ６１２ ４，８５５ 

④雅楽演奏会受付・誘導・場内整理業務 ２０ １５５ 

⑤皇居東御苑管理等業務 １，１４７ ８，７４２ 

⑥京都御所ほか御所離宮参観案内業務 ３００ ２，４７９ 

合計 ２，６４２ １８，７７６ 

    ② 皇居東御苑における動植物のモニタリング調査 

      皇居東御苑において行う動植物のモニタリング事業の一環として，樹木２０

本を対象とした「幹肥大成長及び樹木伸長に関する学術調査」を継続実施した

（平成２３年度から５か年計画）。 

    ③ 皇居東御苑における災害支援への協力 

      大規模地震災害時等における帰宅困難者支援場所に指定されている皇居東御

苑において，防災グッズの備蓄等を行い，災害支援に協力することとしている。 



 

 ２ 収益事業 

事業費 ５５，４３７千円 

   皇居東御苑の入園者及び京都御所等の参観者に対し，参観・入園の記念となる品々

のほか，自動販売機による飲料等を販売した。 

 

３ その他 

  ① ホームページの運営 

    ホームページの充実を図った。 

  ② 関係団体との連携 

    千代田区観光協会との連携を図った。 

③ 新会計システムの導入 

 公益財団法人への移行に伴い，新会計システムを導入した。 

 

Ⅳ 理事会及び評議員会の開催実績 

 １ 理事会の開催 

   （１）第１回 理事会 

     ① 日時 平成２４年６月１１日（月） 午後２時 

      ② 場所  宮内庁庁舎３階 第一会議室 

      ③ 議案 

        第１号議案 平成２３年度事業報告書について 

        第２号議案 平成２３年度収支計算書等について 

    第３号議案 理事会会議規程の改正について 

        第４号議案 定時評議員会の開催について 

        第５号議案  理事候補者の推薦について 

        いずれの議案も全会一致で原案どおり決議された。 

その他   職務執行状況の報告について 

 

   （２）第２回 理事会 

      ① 日時  平成２５年３月１８日（月） 午後２時 

      ② 場所  宮内庁庁舎３階 第一会議室 

      ③ 議案 

        第１号議案 平成２５年度事業計画書及び収支予算書について 

        第２号議案 評議員会の開催について 

 



     いずれの議案も全会一致で原案どおり決議された。 

その他   職務執行状況の報告について 

 

  ２ 評議員会の開催 

   （１） 第１回 評議員会 

      ① 日時  平成２４年６月２６日（火） 午後２時 

      ② 場所  宮内庁庁舎３階 第一会議室 

      ③ 議案 

        第１号議案 議事録署名人の選任について 

        第２号議案 平成２３年度事業報告書について 

        第３号議案 平成２３年度収支計算書等について 

        第４号議案  評議員の選任について 

        第５号議案  理事の選任について 

    第６号議案  評議員会会議規程の改正について 

     いずれの議案も全会一致で原案どおり決議された。 

 

   （２）第２回 評議員会 

      ① 日時  平成２５年３月２５日（月） 午前１０時３０分 

      ② 場所  宮内庁庁舎３階 第一会議室 

      ③ 議案 

        第１号議案 議事録署名人の選任について 

        第２号議案 平成２５年度事業計画書及び収支予算書について 

いずれの議案も全会一致で原案どおり決議された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【附属明細書】 

 

 平成２４年度の事業報告には，定款第第１１条第１項第２号及び一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告

の内容を補足する重要な事項」に該当する事項はありません。 

 

 

 


