
３　美術館評価システム

別紙様式 美術館評価調書 （その１） 北海道立近代美術館

【基本的運営方針】　A 優れた作品の収集と保管

評価項目 評価指標 指標値 実績値 達成率 評価 コメント（評価の考え方）

コレクションの稼働率 9.5% 9.0% 94.7%

所蔵作品を他の美術館企画展で活用

【基本的運営方針】　Ａの評価
評価 コメント（評価の考え方）

【評価の評語】
評価の結果 評価項目

　　優れた成果を上げている ａ
　　目標(計画)を達成している ｂ
　　目標(計画)をほぼ達成している ｃ
　　目標(計画)を達成できていない（努力が必要） ｄ
　　方法に再検討が必要 ｅ

寄贈により77点の作品を収集。そのうち47点は、当館の収集
方針の主軸のひとつ「北海道の美術」に該当するもので、蠣
崎波響、林竹治郎、池田良二など、北海道ゆかりの重要作
家の作品が含まれている。また道内在住の版画コレクター
友田氏から、貴重な版画コレクション27点の寄贈があり、コレ
クションの充実を図ることができた。
購入については、予算の制約により実施できていない。

Ｅ

基本的運営方針
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｃ

コレクションの
活用状況

コレクションの
充実度

収集方針に基づき、主体性を持ち積極的に収集活動を行う

保管状況の適
切さ

適正な保管環境を保持し、必要な調査に基づき措置を行う
計画的に所蔵作品の修復を行う

コレクションの活用については例年並みの水準である。コレクションの収集については予算上の制約があり、新たな購入はなく寄贈による収集のみとなっている。美術
品取得基金の活用の具体化を要望していく。また保管状況については、今年度と来年度の２年間で必要な修復を実施するとともに、施設改修については、今後具体的
な検討を行う予定である。

近美コレクション（306点）、特別展（32点）、移動美術館（38
点）、出張アート教室（7点）、館外貸し出し（95点）、合計478
点を公開し、ほぼ指標どおり活用できた。なかでも近美コレク
ション「謎めくコレクションの打明け話」は、これまで光が当た
らなかった作品を意識的に選出し展示構成したもので、各方
面から好評を得た。館外貸し出しも多方面から要望があり、
成果を上げた。

ｃ

ｃ

ｃ

収蔵庫および展示室の温湿度管理、文化財害虫のモニタリ
ングすることにより、適正な保管環境を保持することができ
た。額装の更新や、未額装作品の額入れなどを行い、作品
状態の最適化に努めた。今年度の修復は1点のみであった
が、緊急修復を要するものは、来年度実施できるよう、予算
確保など具体の準備を進めている。老朽化する収蔵庫およ
び展示室の改修については、実現に向けて検討をはじめて
いる。



別紙様式 美術館評価調書 （その２） 北海道立近代美術館

【基本的運営方針】　B 多彩で特色ある展示活動の充実

評価項目 評価指標 指標値 実績値 達成率 評価 コメント（評価の考え方）

常設展示観覧者数 50,000人 41,484人 83.0%

常設展示観覧者の満足度 90.0% 88.8% 98.7%

常設展示のリピート率 73.0% 63.7% 87.3%

特別展示の観覧者数 300,000人 186,282人 62.1%

特別展示観覧者の満足度 90.0% 87.7% 97.4%

特別展示のリピート率 73.0% 67.9% 93.0%

入館者の拡充 美術館の魅力を広め入館者増につながる取組の実施 ｂ
「東山魁夷」「カラヴァジョ展」は、放送局、新聞社との共同開
催により、広範な広報活動を行えた。「アイヌの美しき手仕
事」展、「ヴンダーカンマー展」においても積極的にSNSで広
報活動を行った。

展示の状況 展示のねらいが効果的に表現できているか ａ
「アイヌの美しき手仕事」展、「北海道151年のヴンターカン
マー」展では、博物資料を美術館で展示することに意義をお
いたものでもあり、それぞれ展示に工夫をこらしたことにより
観覧者の評価も高かった。

移動美術館入場者満足度 95.0% 93.3% 98.2%

その他の館外展示の状況

【基本的運営方針】　Ｂの評価

評価 コメント（評価の考え方）

【評価の評語】
評価の結果 評価項目

　　優れた成果を上げている ａ
　　目標(計画)を達成している ｂ
　　目標(計画)をほぼ達成している ｃ
　　目標(計画)を達成できていない（努力が必要） ｄ
　　方法に再検討が必要 ｅ Ｅ

基本的運営方針
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

館外展示の充
実度

Ｃ 特別展の観覧者数が指標値（過去３年間の平均）より大きく下回ったが、観覧者の満足度では、常設展と特別展ともにほぼ目標を達成している。観覧者数の指標値の
あり方については、新型コロナウイルスの状況も踏まえながら検討していく。

常設展示の充
実度

特別展示の充
実度

観覧者数は、目標を下回ったが、道内コレクション（個人及
び博物館施設）との連携を図った「蠣崎波響展」、「拝啓、藤
田嗣治様」はじめ、多彩な企画により観覧者の満足度、リ
ピート率ともに、おおむね目標を達成した。今後、感染症対
策を講じながら観覧者の満足度、リピート率を維持できるよ
う展示の工夫を検討していく。

観覧者の満足度、リピート率ともに、ほぼ目標を達成した。
観覧者数については、「カラヴァッジョ展」で、作品の未着騒
動により展示予定作品が揃わなかったため、出足に影響が
あったこと、また感染症拡大防止のため、2月末で美術館が
閉館となり、会期途中で閉幕した「北海道151年のヴンダ―
カンマー」展の観覧者数に影響があったことにより目標を大
きく下回った。

移動美術館については、共和町（9/27-10/8）及び木古内町
（10/11-17）の2会場で実施し、当館から遠隔地域の道民に
作品鑑賞の機会を提供することができた。
館外展示は、知事室や知事公館などに5点を展示するなどし
ており、今後も展示環境を鑑みながら貸出しを検討していき
たい。

ｄ

ｄ

ｃ



別紙様式 美術館評価調書 （その３） 北海道立近代美術館

【基本的運営方針】　C 豊かな人間性を育む学習の場と美術情報の提供

評価項目 評価指標 指標値 実績値 達成率 評価 コメント（評価の考え方）

教育普及プログラムの実施数 550回 617回 112.2%

教育普及プログラムの参加者数 7,000人 7,416人 105.9%

教育普及プログラムの満足度 100.0% 99.3% 99.3%

教育普及事業の状況

ARS、図書コーナーの利用者件数 11,000人 7,458人 67.8%

ARS、図書コーナーの利用者満足度 70.0% 69.2% 98.9%

多くの来館者が利用できる図書コーナーの環境整備・保持

ＨＰアクセス件数 400,000件 365,051件 91.3%

メールマガジン等発行回数 6回 4回 66.7%

ソーシャルメディアの投稿数 140回 152回 108.6%

情報発信の状況

【基本的運営方針】　Ｃの評価

評価 コメント（評価の考え方）

【評価の評語】
評価の結果 評価項目

　　優れた成果を上げている ａ
　　目標(計画)を達成している ｂ
　　目標(計画)をほぼ達成している ｃ
　　目標(計画)を達成できていない（努力が必要） ｄ
　　方法に再検討が必要 ｅ Ｅ

基本的運営方針

Ａ

Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｂ 学習の場と美術情報の提供について、年度当初計画通りに実施できた。なお、ホームページについては、令和２年度に全面的にリニューアルする予定である。

教育普及事業
の充実度

美術情報提供
の充実度

解説活動のほか、ワークショップやコンサートなどの教育普
及プログラムの実施数、参加者数、満足度は、いずれも高
く、年度当初計画どおりに、成果を上げることができた。

美術情報の提供を行うＡＲＳ（アート・レファレンス・サービス）
の利用者数は減じたが、各特別展で設置した特設ライブラ
リー(道立図書館との連携事業) が好評で、ARSを補完してい
た。ARS満足度については、ほぼ目標を達成し、HPアクセス
回数やSNSの投稿数は、ほぼ指標値を達成した。特に「アイ
ヌの美しき手仕事」展では、フェイスブック、ツイッターともに
アクセス数が多かった。

ａ

ｃ



別紙様式 美術館評価調書 （その４） 北海道立近代美術館

【基本的運営方針】　D 活動の基礎となる調査・研究の推進

評価項目 評価指標 指標値 実績値 達成率 評価 コメント（評価の考え方）

学芸員による調査報告

二次資料の状況

【基本的運営方針】　Ｄの評価
評価 コメント（評価の考え方）

【評価の評語】

評価の結果 評価項目

　　優れた成果を上げている ａ

　　目標(計画)を達成している ｂ

　　目標(計画)をほぼ達成している ｃ

　　目標(計画)を達成できていない（努力が必要） ｄ

　　方法に再検討が必要 ｅ Ｅ

基本的運営方針

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

調査・研究の
充実度

Ｂ 美術館活動と結びついた調査研究を進展させ、その成果を各種の活動、業務に反映させている。今後もコレクションの調査、研究を進めていき、近美コレクション展の
さらなる充実を図る。

学芸員の調査研究は、業務進捗に応じてではあるが、それ
ぞれ積極的に取り組んでいる。
展覧会に関わる調査研究の成果は、「カラヴァッジョ展」、
「アイヌの美しき手仕事」展、「北海道151年目のヴンダーカ
ンマー」展において、図録やパンフレットでの論考、各種解
説、新聞寄稿のほか、館内外での講演会、講座、トークなど
で発表を行った。「アイヌの美しき手仕事」展図録は、美術館
連絡協議会のカタログ論文賞を受賞し、評価を受けた。
コレクション研究としては、所蔵品展のなかの「この1点を見
てほしい。」コーナーにおいて、6回にわたり研究成果を展示
に反映させた。
また学芸員がアイヌ財団の助成を受け、共同でアイヌアート
に関する調査を行い、報告書を編集、発行した。
図書、文献、各種刊行物、その他の二次資料に関しては、
年度末の図書購入に加え、国内外美術館の相互の資料交
換を継続的に行って、学芸員の調査研究に役立てている。

ｂ



別紙様式 美術館評価調書 （その５） 北海道立近代美術館

【基本的運営方針】　E 地域文化の振興

評価項目 評価指標 指標値 実績値 達成率 評価 コメント（評価の考え方）

ボランティア団体等の主体的な事業の参加者数 2,000人 4,658人 232.9%

ボランティアが活動しやすい場の提供 ａ

地域と連携した取組の状況

キャンパスパートナーシップのメンバー校数 2校 2校 100.0%

出張アート教室の延べ参加者数 200人 124人 62.0%

指導者研修の延べ参加者数 5人 8人 160.0% ｂ

学校教育活動への対応数 25件 34人 136.0%

参加者・利用者満足度

【基本的運営方針】　Ｅの評価
評価 コメント（評価の考え方）

【評価の評語】
評価の結果 評価項目

　　優れた成果を上げている ａ
　　目標(計画)を達成している ｂ
　　目標(計画)をほぼ達成している ｃ
　　目標(計画)を達成できていない（努力が必要） ｄ
　　方法に再検討が必要 ｅ

Ｄ
Ｅ

Ｂ 関係機関（北海道美術館協力会、道銀文化財団）及び学校ともに、おおむね年度当初の計画通りに連携を図ることができた。今後も地域の関係機関等とさらなる連携
に努めていくことが必要である。

基本的運営方針
Ａ
Ｂ

地域の関係機
関との連携状
況

ボランティア団体（北海道美術館協力会）による、ギャラリー・
ツアー、アート・レファレンス・サービス（質疑応答、図書・映
像資料閲覧）、美術鑑賞講座、美術講座プレミアム、ジュニ
ア・アートクラブ、美術への誘い、コンサート（道銀文化財団）
など、館内外における多角的な事業が実施され、それらに対
して、随時、適切な協力、助言を行うことができた。参加者数
も目標を大きく上回り達成できた。

学校教育との連携全般では、実施内容について、概ね年度
当初の計画通りに実施することができた。出張アート教室は
今年度、日高管内の小規模校での開催となっため、参加者
が少なかった。一方、学校教育活動（職場体験、自主研修の
受け入れ）への協力要請は年々増加し、かつ継続的な連携
を求められる傾向にあり、これに適切に対応することで実績
値と達成率を伸ばしており、学校との協力関係の構築という
点で目標を達成できた。

学校との連携
の状況

Ｃ



別紙様式 美術館評価調書 （その６） 北海道立近代美術館

【基本的運営方針】　F 良好な滞在環境の提供

評価項目 評価指標 指標値 実績値 達成率 評価 コメント（評価の考え方）

レストラン･喫茶利用者の満足度 80.0% 58.6% 73.3%

ミュージアムショップ利用者満足度 80.0% 68.8% 86.0%

事業者と協力してのサービス向上の実践

館内スタッフの対応に関する利用者の満足度 80.0% 80.8% 101.0%

ホスピタリティ向上に向けた取組み

施設内外の環境への満足度 80.0% 79.0% 98.8%

施設安全性保持のための必要な措置

【基本的運営方針】　Ｆの評価
評価 コメント（評価の考え方）

【評価の評語】

評価の結果 評価項目

　　優れた成果を上げている ａ

　　目標(計画)を達成している ｂ

　　目標(計画)をほぼ達成している ｃ

　　目標(計画)を達成できていない（努力が必要） ｄ

　　方法に再検討が必要 ｅ Ｅ

館のホスピタ
リティ

Ｃ 館のホスピタリティ、施設環境の保持については、目標を達成しており、今後も改善・充実に努めていく。また、達成率が目標に達していない付帯施設の充実につい
て、レストラン事業者（外部委託）やミュージアムショップ（ボランティア団体）と連携して課題の解決に努めたい。

施設環境の保
持

基本的運営方針

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

附帯施設の充
実度

レストラン利用者の満足度は、目標の７割程度の達成だが、
レストラン事業者（外部委託）と連携し、展覧会のテーマに
沿ったメニュー等を提供をするなどサービスの向上に努めて
いる。アンケートではレストランメニューや値段についての意
見が多数あるので、来年度は多様なメニュー、低価格のメ
ニューの提供について検討している。

スタッフに対する満足度は、目標を達成している。職員とボ
ランティアが展覧会ごとに学芸員のガイダンスを受け、理解
を深めた上で来館者への対応にあたっている。また、外国
人対応として、英文による館内表示を増やすなど誰もが利
用しやすい環境となるよう、ホスピタリティの向上に努めた。

施設内外の環境への満足度は、目標をほぼ達成している。
施設環境の保全は、施設の老朽化が課題となっているが、
展覧会の実施に支障がないよう随時点検を行い、必要な修
繕に努めている。

ｄ

ｂ

ｃ


