
別紙様式 美術館評価調書 （その１）

【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 10.0％ 20.0％ 200.0%
・常設展（年３回展示替え）、特別所蔵品展（年２回）、ホール・野外
での常設のほか、教育普及事業（お茶会等）において活用を図っ
た。

所蔵作品を他の美術館企画展で活用
・貸出点数15点：剣淵町絵本の館「函館美術館コレクション 岩船
修三『ユーカラ画集』」展に岩船修三の作品14点、道立近代美術
館「近美コレクション展」に版画集1点の貸出しを行った。

【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

Ｂ

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、常設展、特別所蔵品展などにおいて、より多くの作品を展示するとともに、他の美術館等に15点の作品を貸し出すことができた。
作品の収集については、地域の所蔵者やアートギャラリー北海道の連携施設との密接なコミュニケーションを図ることにより、蠣崎波響の新出作品など美術史的にも
貴重な作品を含め、28点の作品の受贈を受けた。
第２収蔵庫の作品保管棚の大幅増設により適正な保管環境を確保することができた。

b

b

b

・作品保全のため、第２収蔵庫の作品保管棚を大幅に増設。床に
直置きの状態であった絵画を床からかさ上げされた棚に収め、ほ
こりや虫などの影響から遠ざけるとともに、清掃もしやすくなり、収
蔵庫内の保管環境の改善が図られた。
・定期的な作業として、月に１度の虫害トラップの設置と捕虫状況
の確認、年２回の収蔵庫の清掃、荷解室入口・収蔵庫入口・トラッ
クヤード上がり口への粘着シートの設置などを行った。
・２体ある野外彫刻のうち、クリーニングを行っていない１体につい
て、クリーニングを行った。

Ｃ

Ｄ

Ｅ

北海道立函館美術館

・購入０点、受贈(予定)：28点（油彩10点、日本画３点、水彩画13
点、版画１点、書１点）
・地域の所蔵者やアートギャラリー北海道の連携施設との密接な
コミュニケーションを図ることにより、受贈での収集につなげること
ができた。とりわけ蠣崎波響の新出作品（画巻）は研究者の評価
が高く、当館の波響コレクションの充実を図ることができた。
・「文字と記号に関わる現代美術」のテーマについては、寄贈の可
能性が低いことから、引き続き、現在活躍中の作家や近年亡く
なった作家の遺族とのコミュニケーションを深めることなどにより、
収集につなげていく必要がある。

基本的運営方針

Ａ

Ｂ



別紙様式 美術館評価調書 （その２）

【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（人） 19,000人 17,340人 91.3%

常設展示観覧者の満足度（％） 67.7％ 68.4% 101.0%

常設展示のリピート率（％） 61.9％ 61.3% 99.0%

特別展示の観覧者数（人） 27,000人 26,663人 98.8%

特別展示観覧者の満足度（％） 90.0％ 91.8% 102.0%

特別展示のリピート率（％） 64.6％ 70.0% 108.4%

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

・当館単独での取組に加え、五稜郭地域の文化施設等と連携した
事業を実施し、来館者数の底上げを図った。
・今年度から、函館市に依頼し、クルーズ船の来港に合わせ、特
別展のちらし等を配布する取組を始め、来館者数の底上げを図っ
た。
・今後は、アートギャラリー北海道連携施設との取組を充実させる
などして、地域全体の魅力をＰＲし、来館者の底上げにつなげてい
く必要がある。

展示の状況 展示のねらいが効果的に表現できているか b

・「世界の名作絵本原画がやってきた!」では、作品の近くに絵本
を、「金子鷗亭『川端文学燦文集』」では、書の作品の近くに川端
康成の著書を併せて展示したほか、「タグチ・アートコレクション 球
体のパレット」では、展示室以外にもロビーやカフェでも作品を展
示することにより、展示内容の魅力を効果的に伝えることができ
た。

移動美術館入場者満足度 設定なし 設定なし

その他の館外展示の状況
・アートギャラリー北海道の連携施設等との連携により、館外展示
の充実について取り組んでいく必要がある。

【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

館外展示の充
実度

Ｂ
特別展示は、テーマを踏まえた展示の工夫、展覧会に関連づけた教育普及事業の充実などにより、リピーター増につながっている。
特別展示と常設展示の観覧者数に大きな差が出ていることから、今後とも、特別展示から常設展示の観覧につなげるためのワークシートの設置など、　常設
展示への興味・関心を高めるための取組の継続が必要。

常設展示の充
実度

特別展示の充
実度

・満足度、リピート率とも概ね目標を達成している。
・観覧者数は、新型コロナウイルスの影響により、目標を達成でき
なかった。
・タグチ・アートコレクション展、金子鷗亭「川端文学燦文集」展で
は、常設展示の観覧につながるようワークシートを設けたが、今
後とも常設展示への興味・関心を高めるための取組の継続が必
要。

・観覧者数は、新型コロナウイルスの影響により、目標を達成でき
なかった。。
・様々な世代の興味・関心を高める展覧会企画により、満足度、リ
ピート率とも目標を上回っている。

ｃ

ｃ

ｃ

北海道立函館美術館

Ｅ

基本的運営方針

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ



別紙様式 美術館評価調書 （その３）

【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 86回 83回 96.5%

教育普及プログラムの参加者数（人） 8,515人 10,725人 126.0%

教育普及プログラムの満足度（％） 94.2％ 97.4% 103.4%

教育普及事業の状況

ARS、図書コーナーの利用者件数 1,564件 1,431件 91.5%

ARS、図書コーナーの利用者満足度（％） 69.0％ 74.4% 107.8%

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 84,247件 156,443件 185.7%
・展覧会や教育普及事業の積極的な掲載により、アクセス数が向
上している。

メールマガジン等発行回数 12回 0回 0.0%
・函館市文化・スポーツ振興財団発行のイベント情報誌「ステップ・アップ」に年12回投
稿。指標値設定に当たり、実績値として、この「ステップ・アップ」への投稿回数を想定し
ていたが、発行主体が当館ではないため、実績値は０回とした。

ソーシャルメディアの投稿数 76回 137回 180.3%
・週１回以上、職員全員輪番により、教育普及事業の案内や実施
状況等をFacebookに投稿。さらに、令和元年11月からはTwitter
への投稿も開始した。

情報発信の状況

・上記以外では、道民カレッジ連携講座、HAKODATEまなびっと
広場に各種事業を登録。また、報道機関（新聞社、テレビ局、ラジ
オ局）へのPRを行い、積極的な報道協力を得ている。
・令和元年８月から函館市の協力を得て、函館港に寄港するク
ルーズ客船客に展覧会のチラシや英語版の美術館案内を配布
し、集客のための情報発信を行っている。

【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

Ｂ
教育普及事業の充実については、展覧会の内容に応じた多彩なプログラムの実施により、一定以上の成果が得られている。
ホームページやFacebook等を活用した情報発信や閲覧コーナー設置等により、美術館情報の発信についての充実度が高い。

教育普及事
業の充実度

美術情報提
供の充実度

ｂ

b

・施設の設計上、図書コーナーが独立しておらず、スペースも限
られており、十分な情報提供ができていないため、利用者数が少
ない。
・ホールや展示室内に展覧会関連図書の閲覧コーナーを設け、
自由に図録等を閲覧できるよう工夫している。

・展覧会の内容に応じたワークショップやコンサート、食とのコラボ
イベント、ギャラリー・ツアーのほか、絵本のよみきかせなど、子ど
もから大人まで様々な世代を対象とした事業を企画し、多様な学
習機会を提供した。
・館外においても、美術館と地域の文化施設等を巡るツアーを実
施するなど、多様な内容により、参加者の興味・関心を高め、参
加者数、満足度とも目標を達成。
・新型コロナウイルスの影響により、実施数については、目標を達
成できなかった。

北海道立函館美術館

Ｅ

基本的運営方針
Ａ

Ｂ
Ｃ
Ｄ



別紙様式 美術館評価調書 （その４）

【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

調査・研究の
充実度

B
３年前から調査研究に取り組んできた成果として、自主企画展「タグチ・アートコレクション　球体のパレット」展を実施し、図録を刊行することができた。
個人研究分野の成果が論文として『北海道立美術館・芸術館紀要』に採択され、調査・研究の充実が図られた。

基本的運営方針

Ａ

b

・調査研究に基づく、展覧会「タグチ・アートコレクション　球体のパ
レット」展を実施し、研究の成果を図録として刊行するに至った。

・『北海道立美術館・芸術館紀要第28号』（2020年３月刊行）に「幻
の画家・佐藤九二男の画業（調査報告）」が掲載された。研究の成
果を展覧会や教育事業とは異なる刊行物として示すことができた。

北海道立函館美術館

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ



別紙様式 美術館評価調書 （その５）

【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 286人 362人 126.6%

ボランティアが活動しやすい場の提供

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 1校 1校 100.0%
・北海道教育大学函館キャンパスのみ.。今後、新たな提携先の掘
り起こしが必要。令和２年度は、メンバー校が１校増える見込み。

出張アート教室の延べ参加者数 95人 65人 68.4%
・実施校の規模により参加者数は目標を下回っているが、スケ
ジュールを工夫し限られた予算の中で、渡島管内の道立特別支援
学校２校で実施することができた。

指導者研修の延べ参加者数 40人 79人 197.5%
・展覧会ごとに「教員のための鑑賞研修」(５回)及び夏季休業・冬
季休業期間中に指導者研修（夏休み・冬休み、各１回）実施した。

学校教育活動への対応数 20件 35件 175.0%

・小学校：解説　３件
・中学校：解説　18件
・高等学校：解説　９件
・特別支援学校：解説 ２件
・大学：博物館学講座　３件

参加者・利用者満足度
・出張アート教室は、実施校から高い評価を得ている。
・教員のための鑑賞研修についても、参加者の満足度が高い。

【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

Ａ 地域・学校との連携・協働については、積極的な働きかけや活躍機会の提供等により優れた成果を上げている。

地域の関係機
関との連携状
況

a

a学校との連携
の状況

・展覧会ごとに開催するボランティア向けの「美術研修会」(４回)
や、美術館職員も参加するボランティア活動についての相互理解
を図る「交流茶話会」（４回）に多くのボランティアの参加があった。
・地元高校の地域探求学習の一環として、高校生を受け入れ、教
育普及事業の運営補助に積極的に協力いただいた。
・日常的な指導・助言、役員との密接な打合せ、協働企画などを積
極的に推進。
・事業の運営や講師等に地域の人材が関わり、活動の場として提
供することができた。
・五稜郭地区の文化施設との連携事業（スタンプ・ラリー）の継続
や新規連携先の開拓、地元の文化施設や企業等の協力による事
業を展開した。
・当館の働きかけにより、アートギャラリー北海道の連携施設の登
録を増やすことができた。

北海道立函館美術館

Ｅ

基本的運営方針
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ



別紙様式 美術館評価調書 （その６）

【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）

カフェ利用者の満足度（％） 61.6％ 73.3％ 119.0%

ミュージアムショップ利用者満足度（％） 64.9％ 77.5％ 119.4%

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（％） 84.4％ 91.8％ 108.8%

ホスピタリティ向上に向けた取組

施設内外の環境への満足度（％） 81.2％ 80.7％ 99.4%

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

館のホスピタ
リティ

Ｂ

特別展に合わせた物販、外国人来館者に配慮した館内外の案内表記等への英語表記、懸垂幕の設置やトイレ個室の全面洋式化など、社会教育施設としての
サービス提供、ホスピタリティ向上に努めた。
ボランティアの各自の活動に対する意識の高まりにより、サービスの向上が見られ、カフェやミュージアムショップ利用者の満足度が高まった。
施設の安全保持については、設備の老朽化などの課題を踏まえ、計画的に修繕を行う必要がある。

施設環境の保
持

附帯施設の充
実度 ｂ

ｂ

ｃ

・ボランティアの交流茶話会の開催により、各部の活動についての理
解を深めた結果、各自の活動に対する意識が高まり、カフェ、ミュージ
アムショップともに目標値を大きく上回った。
・特別展に合わせた関連市町村の特産物の販売のほか、限定スイー
ツの積極的な企画など、職員と連携し実施。

・アンケート記述を随時共有するとともに、ファミリータイムの設定や絵
本コーナーの設置により、子育て世代も利用しやすい環境を整備して
いる。ただし、絵本コーナーの利用率が低いため、引き続き利用増に
つなげる工夫が必要。
・これまで来館者等から要望の多かった、トイレ個室の全面洋式化工
事を行った。
・新たに館のエントランス側面に長さ５．４ｍ、幅１．３ｍの懸垂幕を張
り、展覧会のＰＲ等に利用することとした。
・令和元年４月から、外国人来観者のホスピタリティ向上を図るため、
館内の観覧料（デジタル表示）、各案内表記、屋外の掲示板等に英語
表記を追加した。
・数件の苦情が寄せられたことを踏まえ、来観者サービスの向上を図
るため、外部講師を招き、職場研修「接遇・クレーム研修」を実施した
（R2.2）。
・日常の点検、巡回等により、施設の安全について確認を行ってい
る。
・設備については、委託業者と密に連絡を取りながら、補修箇所を確
認し、必要に応じて補修を行っている。
・業務委託職員、ボランティアと連携しながら、避難訓練（火災）を実施
しているほか、安全管理マニュアルによる危機管理の徹底を図ってい
る。

北海道立函館美術館

Ｅ

基本的運営方針
Ａ

Ｂ
Ｃ
Ｄ


