
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 14.0% 13.1% 93.6%

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

・今年度は収集分野のうち「道東の美術｣､｢プリントアート」の
作品合計8点の寄贈を受けた。
・開館以来の長年にわたる作家作品の調査研究及び当館に
対する作家の信頼を反映したものであり、今後も引き続き収
集対象作家、作品の調査及び地域で活動する作家の作品を
紹介する事業の充実を図る。

Ｄ
Ｅ

・北斎展やタグチ・アートコレクション展など、国内の主要コレ
クションによる展覧会で貴重な作品を展示するために保存･
展示環境の維持、保全に努めた。
・今後、長期間に渡って適正な保管環境を維持するために
空調設備の早急な更新が求められる。
・本年度、作品修復は行わなかった。

基本的運営方針
Ａ
Ｂ
Ｃ

B
コレクションの適切な保全管理と効果的な活用に努め、作品収集においては、調査研究を進めてきた作品を受贈で収集することができ、ほぼ目標を達成することができ
た。

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

・作品の保全と公開のバランス等を勘案した目標を設定した
が、今年度は、特別所蔵品展を開催しなかったことから、作
品稼働率が低かった。
・作品貸出は２館46点を数え、特に今年度は、「アートギャラ
リー北海道」事業の展覧会開催のために北網圏北見文化セ
ンターへ当館所蔵の主要なプリントアート作品を45点貸し出
すことで、コレクションの有効活用を図った。

c

ｂ

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 28,000人 38,726人 138.3%

常設展示観覧者の満足度 86.0% 92.8% 107.9%

常設展示のリピート率 20.0% 34.6% 173.0%

特別展示の観覧者数 48,000人 111,041人 231.3%

特別展示観覧者の満足度 94.0% 95.4% 101.5%

特別展示のリピート率 26.0% 32.5% 125.0%

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
・SNS（Facebook）によるタイムリーな情報発信やローカルメ
ディアを活用した広報活動を行った。

展示の状況 展示のねらいが効果的に表現できているか ｂ
・各種展覧会の特性に合わせ、企画のコンセプトと作品の
魅力を伝えられるよう、SNS（Facebook）やローカルメディア
を活用した。

移動美術館入場者満足度 （実施なし） （実施なし） 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館である北網圏北見文化セ
ンターへの美術品貸出による展覧会が開催できた。

【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

A 多様な展覧会企画により、平成３年度の開館記録を塗り替え、年間観覧者数が１４万人を超え、常設展、特別展ともに目標を大きく達成することができた。

常設展示の
充実度

特別展示の
充実度

・指標値を大きく上回る観覧者数となり、観覧者数、満足
度、リピート率ともに目標を達成した。
・特別展の観覧者数増が、常設展の観覧者数増につながっ
ている。（常設展観覧「初めて」回答者 前年度26.9%→今年
度47.4%）

・指標値を大きく上回る観覧者数となり、観覧者数、満足
度、リピート率ともに目標を達成しており、特別展チームラボ
が大きな要因となっている。（観覧者数　89,065人）
・新規来館者（特別展観覧「初めて」回答者）が前年度44.0%
→今年度56.3%となり、チームラボを機に美術館に足を運ん
だ人が多かったため、今後も親子で楽しめる展覧会を企画
していく。

a

a

ｂ



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 57回 64回 112.3%

教育普及プログラムの参加者数 5,700人 8,544人 149.9%

教育普及プログラムの満足度 94.0% 98.0% 104.3%

教育普及事業の状況
・普及事業の内容を練り、運営にあたっては、対象に応じた指導
体制や事前準備など、きめ細かい配慮を行った。

ARS、図書コーナーの利用者件数 5,700人 4,663人 81.8%

ARS、図書コーナーの利用者満足度 76.0% 76.8% 101.1%

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
・ティーラウンジと連携し、図書コーナー付近にテーブル席を複数
設置することで、利用しやすい環境を整えている。

ＨＰアクセス件数 112,500件 234,596件 208.5%

メールマガジン等発行回数 （実施なし） （実施なし） 設定なし

ソーシャルメディアの投稿数 96回 132回 137.5%

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 地元作家や関係団体等との連携により教育普及プログラム内容の充実を図るとともに、積極的な情報発信に努めたことにより、目標を達成することができた。

教育普及事業
の充実度

美術情報提供
の充実度

a

b

・実行委員会展では、共催者や関係団体との連携により、ワーク
ショップやコンサートなど多様なイベントを開催し、また、展覧会の
セルフガイド(クイズ)を積極的に提供したため、参加者数が指標
値を大きく上回った。
・著名な講師による講演会や地元出身の演奏家を招いたコン
サートなどが参加者の関心を高め、高い満足度につながった。

・特別展チームラボの開催期間中、場内整理のため、図書コー
ナーを撤去したことから利用者が減少したが、利用者の満足度は
高かった。

・HPアクセス数が20万件を超え、目標を大きく上回った。
・特に特別展チームラボによる子どもや家族をターゲットとした展
覧会会期(7～8月)中のアクセス数が非常に高かった。
・ソーシャルメディア（Facebook）の投稿数は目標を大きく上回っ
た。また、実行委員会展の特設SNSと連携し効果的な情報発信を
行った。



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

・展覧会の企画及び作品収集にあたっては、当該作品の詳
細で緻密な調査･研究が不可欠である。
・本年度は作品収集方針の一つである「道東の美術」に関す
る紀要論文が執筆された。

二次資料の状況

・寄贈を含め、作家資料や図書資料等は継続的に収集･整
理し充実を図っている。
・収納スペースの狭隘化に伴い、適切な整理を行うことが課
題となってきている。

【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 作品収集や展覧会企画をはじめとした美術館活動推進のため、引き続き作品収集基本方針に基づき、各分野の調査･研究に地道に携わる必要がある。

b

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 202人 141人 69.8%

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 2校 2校 100.0% ・帯広大谷短期大学、北海道教育大学釧路校の2校。

出張アート教室の延べ参加者数 80人 67人 83.8%

指導者研修の延べ参加者数 10人 1人 10.0%

学校教育活動への対応数 13件 9件 69.2%
インターンシップや出前授業など、学校教育活動を支援した。特
に今年度は、開館以来、初の試みとなる展覧会開催前の展示室
において、照明を使用した連携授業を行った。

参加者・利用者満足度
・近隣児童会館との連携や各学校への広報活動により、多くの学
校の利用につながった。なお、遠方の学校など、交通手段の確保
が課題となっている。

【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 Ｅ

基本的運営方針
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

C
・地域の関係機関や団体等との密な連携により美術館活動の充実を図り、ほぼ目標を達成することができた。
・学校との連携については、引き続き校長会等関係機関との連携を図り、教員への情報提供や研修機会を工夫し、美術館の活用を働きかける必要がある。

地域の関係機
関との連携状
況

・事業参加者数は概ね目標に達しており、ボランティアによる託児
事業は参加者から好評であり定着しつつある。
・帯広美術館ボランティア「しらかばの会」、帯広美術館振興会、
十勝毎日新聞社、北海道新聞社、平原社などの美術家団体、帯
広市および周辺町村の教育委員会等との連携･協力を図り、展
覧会、教育普及事業、付帯施設運営、広報活動などの充実に努
めている。
・立地する緑ヶ丘公園内の公共施設と連携体制の構築を図って
いる。

c

c
学校との連携
の状況

・出張アート教室は実施校の学校規模に伴い目標を下回った。
・指導者研修は、例年、教育局と連携した初任段階教員研修(3年
次研修)と兼ねて夏に開催していたが、今年度はチームラボの会
期と重なったため、冬期のみの実施となり、参加者が見込めな
かったが、帯広市中学校長会の協力を得、参加者を確保すること
ができたことから、今後も参加者の確保に向けて、関係機関と連
携を図る。



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）

レストラン･喫茶利用者の満足度 75.0% 72.4% 96.5%

ミュージアムショップ利用者満足度 77.0% 77.6% 100.8%

事業者と協力してのサービス向上の実践
・ボランティア主体の託児事業も好評を得ており、サービスの向上
が図られている。
・自主研修により、ボランティアの資質向上が図られている。

館内スタッフの対応に関する利用者の満足度 93.0% 89.9% 96.7% ・アンケートにおいて満足度が高く、概ね目標を達成した。

ホスピタリティ向上に向けた取組み
・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。

施設内外の環境への満足度 93.0% 92.8% 99.8%
・実績値は、アンケートにおける「館内表示」、「清潔さ・雰囲気」の
満足度の平均値で算出し、目標を達成した。

施設安全性保持のための必要な措置

・日常の点検、巡回、法定点検により、安全性保持に努めてい
る。
・委託業者等との連絡を密に適宜補修等に努めているが、今後
は対応年数等を勘案し、計画的に修繕する必要がある。

【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

基本的運営方針
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

館のホスピタ
リティ

C
・目標をほぼ達成しているが、引き続き来館者アンケートを全職員で共有するほか、ボランティア団体にも情報提供を行い、更なる運営の改善・充実に努める。
・施設･設備の安全保持については、来場者のニーズや老朽化の課題を踏まえ、計画的な修繕を進める必要がある。

施設環境の保
持

附帯施設の充
実度

ｂ

c

c

・喫茶、ミュージアム･ショップとも概ね目標を達成した。
・いずれの付帯施設も、当館ボランティア「しらかばの会」が運営
に当たっており、職員との連携を密に、展覧会にあわせた物販・メ
ニューを提供するなど内容を工夫している。


