（別紙１）

管理運営状況 評価シート【令和元年度】
（評価日 令和２年６月 25 日）
１ 施設の概要
施設名

岩手県立美術館

所在地
電話・FAX
HP・電子ﾒｰﾙ

岩手県盛岡市本宮字松幅 12-３
電話 019-658-1711
FAX 019-658-1712
ホームページ http://www.ima.or.jp
電子メール info@ima.or.jp

設置根拠

美術館条例

設置目的

（設置：平成 13 年 10 月１日）
美術品及び美術に関する資料を収集し、保管し、及び展示し、併せて美術に関する調査研究及
び普及活動を行い、県民の芸術文化の振興に寄与する。

施設概要

敷地面積 21,157.35 ㎡ 建物面積 10,061.66 ㎡ 延床面積 13,000.00 ㎡
鉄骨鉄筋コンクリート地上 2 階建
企画展示室、常設展示室、萬鐵五郎展示室、松本竣介・舟越保武展示室
普及スペース、サービススペース、収納庫、事務学芸室ほか

施設所管課

岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課
（電話 019-629-6171、メールアドレス DB0005@pref.iwate.jp）

２ 指定管理者
指定管理者名

公益財団法人岩手県文化振興事業団

指定期間

平成 30 年４月１日～令和５年３月 31 日（５年間）

連絡先

盛岡市内丸 13 番１号
電話 019-654-2235

３ 指定管理者が行う業務等
・観覧の許可、観覧料の徴収等
業務内容（主な
・施設設備の維持管理
もの）
・施設の利用促進（自主事業の実施、広報業務の実施等）
３名
（平成 31 年４月１日現在）

職員配置、管理
体制
（内訳）
正職員
有期契約職員

利用料金

開館時間

組織図
県立美術館 正職員（１） ― 有期契約職員（２）

１名
２名

観覧料（県歳入）
・常設展
一般 410 円（330 円）
、学生 310 円（250 円）
、高校生以下は無料
※ （ ）内は 20 名以上の団体料金
・企画展についてはその都度料金を設定

９時 30 分～18 時
（入館は 17 時 30 分まで）

休館日
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・月曜日（祝日に当たるときは、翌日以後
の平日）
・12 月 29 日～１月３日
（※臨時開館日：８月 13 日、12 月 29 日
１月２日、１月３日）

４ 施設の利用状況
（利用者数、
稼働率等）

（単位：人）

指定管理期間

前期間

30 年度

元年度

２年度

３年度

備考
４年度

期間平均

第１四半期

9,971

11,233

17,727

14,480

第２四半期

15,198

14,366

36,771

25,568

第３四半期

22,349

12,794

97,110

54,952

第４四半期

15,264

19,719

230,646

125,183

年間計（実績）

62,782

58,112

382,254

220,183

65,000

50,500

年間計（計画）

52,000

53,500

55,000

５ 収支の状況
区

分

（単位：千円）

前期間

指定管理期間
30 年度

元年度

２年度

３年度

備考
４年度

期間平均

指定管理料金

226,764

233,365

233,772

233,568

小計

226,764

233,365

233,772

233,568

13,377

11,380

10,004

10,692

維持管理費

210,595

211,800

209,826

210,813

総務部経費

1,208

1,208

1,260

1,234

2,000

2,019

2,009

収
入

人件費

支
出

特別自主事業
小計

225,180

226,388

223,109

224,748

収支差額

1,584

6,977

10,663

8,820

６ 利用者の意見等への対応状況
(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法

把握方法

グランドギャラリー内に常時アンケートボックス設
置、ホームページでの意見募集、企画展や教育普及活 実施
動事業におけるアンケート調査、受付・管理等業務従 主体
事者による来館者の声の記録等。

（公財）岩手県文化振興事業団

(2) 利用者からの苦情・要望
受付件数

苦情 37 件、要望 33 件、その他 254 件

主な苦情、要望等

対応状況

① トイレと休めるスペースがある所に自販 ① 館内飲食禁止のため館内に自販機を設置することは好まし
機で良いので飲み物があると良い。お水は
くないので、冷水機更新時に配管を洗浄して詰まりを解消させ
出が悪く、水分補給には不十分です。
ることにより、館内給水器の水量を調整し速やかに要望に応え
た。
② 東口を案内する入口の植込みの木と草が ② 盛岡市中央公園内の植栽への要望であるため、盛岡市公園み
ぼうぼうです。入口なら入口らしくきれい
どり課へ連絡し今後の伐採について相談するとともに、今回は
にしてほしいです。
美術館から伐採業者に依頼し、速やかに要望に応えた。
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その他利用者からの積極的な評価等
施設・展示共に素晴らしかったです。また来館したいと思います。
（40 代女性）
初めて来館しましたが窓からの景色も良くゆったりとした時間を過ごせました。
（60 代女性）
大量の作品がじっくり観れてとても良かった。
（50 代女性）
広くて静かで過ごしやすい所でした。夏休みにいい思い出が出来ました。
（10 代以下女性）
また来たいと思っています。がんばってください。
（10 代以下女性）
素晴らしい美術館で訪れた甲斐がありました。ありがとうございました。
（60 代女性）

・
・
・
・
・
・

７ 業務点検・評価（※）
(1) 業務の履行状況
項 目
管理業務等

事業計画、県が求める水準

実績（指定管理者の自己評価）

1) 公の施設及び教育機関であること
観覧許可にあたっては、迅速か
を念頭においた、
施設利用に係る公平 つ適切な処理を心掛け、円滑に業
性の確保
務を遂行できた。
設置目的については、指定管理
2) 設置目的を効率的かつ効果的に達
部門と学芸普及部門が緊密に連携
成
し、効率的かつ効果的な達成に努
めた。
利用促進や新規来館者開拓のた
め、美術館まつりやコンサート事
業等の自主事業を実施した。
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評価
指標

Ｂ

施設の利用状況

1) 目標値の達成
中期経営計画における目標値であ
る年間利用者数 50,500 人
2) 上記目標値に向けた取組みと、
増減
内容の把握
3) 施設利用促進に係る広報等の実施
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目標値の達成に向けて、広報力
のある報道機関との実行委員会方
式による企画展「ホキ美術館展」
、
「ジブリの大博覧会」を開催した。
これにより訴求効果の高い広報 PR
が可能となり、
「ホキ美術館展」で
は 2 万人、
「ジブリの大博覧会」に
おいてはこれまでの企画展で最大
となる 32 万人を超える観覧者を動
員した。
また、美術館の魅力をより多角
的に伝えることができるよう、ス
ポットＣＭ、ミニ番組、ＦＭラジ
オ番組など多様な広報手段を取り
入れた質の高い広報に継続して取
り組んだ。この他、Twitter や
Facebook 等の SNS を活用した広報
にも力を入れることにより、旬な
情報を発信し、美術館を身近に感
じていただけるような広報にも引
続き取り組んだ。更に、適宜フォ
トスポットを設けることにより、
楽しく記録に残る美術館体験を提
供することが可能となり、来館者
が SNS 等でこれをアップロードす
ることで、いわゆる口コミによる
宣伝効果も実感できた。
また、前年度に引き続き特別自
主事業を含む、多彩な自主事業も
開催し、企画展をより一層楽しん
でもらう様々な試みに取り組ん
だ。
この他、集客を見込める場合は
積極的に臨時開館し、来館者数増
に繋がるよう努めた。
以上のように、広報や自主事業
等尽力した結果、
「ジブリの大博覧
会」という人気の高い企画展を開
催した要因が大ではあるが、令和
元年度は年間利用者数 382,254 人
（前年度比 657.7%増）となり、目
標値を大きく上回る結果となっ
た。

Ａ

使用の許可、利用料金の徴 1) 観覧許可及び観覧料徴収等の適切
観覧許可、観覧料の徴収及び減
な実施
収等状況
免等について、規則に則り適正な
2) 観覧券の適正な管理
業務の執行に努めた。
再委託業者を含む担当職員を対
象に、観覧料徴収や減免について
の再確認等を随時行い、適切な運
用に努めた。
会計業務の状況

施設の維持管理状況

記録等の整理・保管

1) 適正な契約業務と執行
2) 適正な会計処理の執行

各種契約事務及び会計処理につ
いて、関係規則に基づき、適正に
執行した。

1) 施設設備の維持管理等業務の適切
施設設備の維持管理等業務を遅
な実施
滞なく適切に行い、事故のない安
2) 公有財産の適切な管理
定した管理を行った。日常点検を
3) 備品台帳との整合性を図る
重視し、異常箇所の早期発見に努
め、重大事故につながることのな
いよう取り組んだ。
開館後 18 年が経過し、随所に不
具合が生じているが、県との協議
を踏まえながら修繕計画を策定
し、施設の維持管理保全に努めた。
再委託業者とは日頃から設備状
況や異常について情報交換を行っ
ているほか、月例の連絡会にて重
要事項の再確認を行う等、連携を
図りながら適切に管理運営してい
る。
備品台帳と現物の照合を進める
なかで、一部確認が遅れているが、
引き続き適切な管理に努める。
各種帳票書類の適正な整理保管
ファイル基準表に基づき、適正
な整理保管の実施に努めた。
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Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

自主事業等の取組み

（施設所管課評価）
・成果のあった点
・改善を要する点

施設の設置目的に沿った、
利用促進に
特別自主事業を含む多彩な自主
繋がる方策に基づく事業の実施
事業を実施し新規来館者の獲得に
努めた。なかでも、
「美術館まつり」
「ナイトミュージアム」
「ファミリ
ータイム」等は好評で、身近で親
しみやすい美術館のイメージ定着
を図るために効果的であった。
また、自主企画展展覧会図録の
有償頒布も継続して行い、利用者
サービスの充実に努めた。
この他、当事業団が管理運営し
ている４事業所による「岩手県文
化振興事業団合同事業（一関市）
」
において、遠方で来館が難しい沿
岸方面の方々に美術への関心を深
めていただけるよう、関連普及事
業としてアート・シネマ上映会を
実施した。
・概ね適切に実施されていると認められる。
・計画を大幅に上回る来客者数となり、広く美術館の魅力を発信することにつな
がった。
・関係業者と連携し、適切な管理がなされている。
・備品の管理については、適切に管理されたい。

Ｂ

Ｂ

(2) 運営体制等
項 目

事業計画、県が求める水準

実績（指定管理者の自己評価）

各業務に適した職員及び必要な有資
職員配置計画に基づき、有資格
格者の適正な配置
者を配置し、適切な人員配置がな
されている。
苦情、要望対応体制
利用に関する各種問い合わせや要望
美術館苦情（クレーム）対応マ
及びトラブル等の適切な対応
ニュアルに沿って適切な対応に取
り組んだ。
来館者から寄せられた苦情要望
等は学芸普及部門及び受付・看視
職員等と共有し、速やかな改善に
努めた。
危機管理体制（事故、緊急
災害時・緊急時の対応や、防犯・防災
実効性のある防災・救急時体制
時の対応）
対策として、
マニュアルの作成や訓練の の確立のため、非常招集連絡訓練
実施
を含む年２回の防災訓練を予定し
ていたが、新型コロナウィルス感
染症拡大防止のため、3 月に予定し
ていた避難訓練については、所管
消防署の了承のもと中止した。
また、上記訓練とは別に、ジブ
リ展会期中の閉館後、ジブリ展運
営マニュアルによる緊急時対応訓
練を実施した。
なお、非常招集連絡訓練の結果
については概ね良好であったた
め、引き続き万全の防災体制を維
持するため、日頃からの防災に対
する意識づけを全職員に喚起し

評価
指標

職員の配置体制
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Ｂ

Ｂ

Ｂ

た。
コンプライアンスの取組
基本協定に基づく秘密の保持、
個人情
月例の全職員が出席する館員会
み、個人情報の取扱い
報保護及び法令遵守の確保
議等において、コンプライアンス
個人情報に関する書類の適切な保管 の意識啓発を行う機会を設けるな
管理
ど、常に高いコンプライアンス意
識の下、業務に臨んでいる。
県、関係機関等との連携体
基本協定に基づく関係機関等との協
県との情報共有に努めるととも
制
力連携及び良好な関係の維持
に、近隣文化施設から組織される
「もりとぴあねっと」の構成館と
して、盛岡市中央公園の清掃活動
を定期的に実施する等、関係機関
と協力し社会貢献活動等を実施し
た。
（施設所管課評価）
・成果のあった点
・改善を要する点

Ｂ

Ｂ

概ね適切に実施されていると認められる。
Ｂ

(3) サービスの質
項 目
サービス向上の取組み

利用者サービス

利用者アンケート等

事業計画、県が求める水準

実績（指定管理者の自己評価）

企画展の開催時には、学芸普及
部門と連携し、受付・看視員を対
象とする展覧会概要の説明会を実
施し、来館者サービス向上のため
の取り組みを行った。
利用者サービス向上に向けた方策に
美術館まつりやコンサート事業
基づく、適切な利用者サービスの実施 等の開催により、美術館の多彩な
楽しみ方を提案し、新規来館者の
開拓に積極的に努めた。
夏季休暇や、年末年始期間等の
長期休暇時期に合わせて臨時に開
館し、来館者の利便向上を図った。
また、多数の来館者が予想され
る場合には、駐車場の混雑緩和の
ため交通誘導警備員を配置する等
の対応を行った。
来館者からのクレームや要望に
ついては速やかに館内で共有し対
応することにより、館一丸となっ
たサービス向上に取り組んだ。
1) 利用者アンケートや意見箱の設置
アンケートやホームページ、受
による利用者ニーズの把握
付・看視職員等に寄せられた来館
2) アンケート結果に基づく業務改善 者の苦情要望及び積極的な評価を
集約し、利用者のニーズ把握に努
め、改善を要するものについては、
館員及び再委託業者に周知し、速
やかに適正な対応を行った。
また、
「利用者評価の視える化」
について、アンケート集計結果を
利用者に対して提示することと
し、美術館ＨＰへの掲載を予定し

評価
指標

サービス向上のための研修等の実施
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Ｂ

Ｂ

Ｂ

ている。
（施設所管課評価）
・成果のあった点
・改善を要する点

・概ね適切に実施されていると認められる。
・アンケート集計結果の「視える化」に向けて、継続して進めて頂きたい。

(4) サービス提供の安定性、継続性
項 目
事業収支

事業計画、県が求める水準

実績（指定管理者の自己評価）

管理運営計画における収支の積算に
概ね適正な事業収支を維持する
対する適正な収支実績
ことができた。

指定管理者の経営状況

（施設所管課評価）
・成果のあった点
・改善を要する点

経営基盤の安定及び計画に沿った管
令和元年度においても引き続
理能力
き、安定した財政基盤のもと計画
的な運営を行っている。
安定した運営がなされていると認められる。

評価
指標
Ｂ

Ｂ

Ｂ

※（注１）県記載欄：
「事業計画・県が求める水準」
、
「評価指標」
「施設所管課評価」
指定管理者記載欄：
「実績（自己評価）
」
（注２）評価指標
Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理がな
されている。
Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。
Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。
Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。

８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価
(1) 指定管理者の自己評価
① 成果があった取組み、積極的に取り組んだ事項
・ 報道機関との実行委員会方式による企画展開催
美術館が行う広報業務に加え、各報道機関の強みを生かした広報を展開することができ、幅広く美術館を
アピールすることができた。
・ 来館者満足度向上及び新規来館者獲得に向けての取組
開館時間の延長（ナイトミュージアム）や、小さなお子様連れの来館者が楽しく鑑賞できる時間帯の設定
（ファミリータイム）等により、幅広い世代の来館者が楽しめるような取り組みを展開した。また、美術館
まつりやコンサート事業等を実施することにより、新たな来館者の開拓に努めた。
・ 積極的な臨時開館
ゴールデンウィーク、夏季休暇及び年末年始等をはじめとした多くの来館者を見込める時期は、積極的に
臨時開館を行った。
・ 来館者のスムーズな導線の確保
多数の来館者が予想される場合には、駐車場の混雑緩和のため交通誘導警備員を配置する等の対応を行っ
た。
・ 文化振興事業団連携事業
当事業団が管理運営している４事業所連携による「岩手県文化振興事業団合同事業」においては、遠方の
ため来館が難しい地域の方々を対象に、館長講座やワークショップ、アート・シネマ上映会を実施し、美術
への関心を深めていただく機会を提供することにより、今後の美術館への来館意欲の醸成に努めた。
・ 関連機関との連携と地域貢献活動
近隣文化施設で組織される「もりとぴあねっと」に参画し、施設間で広報協力等を実施するほか、地域の
清掃活動や地域連携事業を協力して行い、地域一体となった連携体制の構築に努めた。
・ 美術館友の会との連携協力
「友の会」ボランティア活動を支援するとともに、会員に向けて展示やイベント等の情報を積極的に発信
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する等、美術愛好者の拡大に努めた。
② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取組みたい事項
・ 開館から 18 年を経過しており老朽化が進行している。異常や故障の原因は経年劣化によるところが大きく、
突発的に修繕を要する場合でも代替機器（部品）の製造又は保守対応が終了していることから、業者側の対
応が不能である案件が増加している。中長期的な修繕計画は策定済みであるので、今後は日常点検等の結果
に基づき、最新の状況に合わせた修繕計画を随時更新していくことに積極的に取組みたい。
・ 第５期指定管理の年間利用者数目標（令和 2 年度 52.0 千人）を達成するため、民間企業や学芸普及部門と
の連携をさらに強化し、利用促進事業を展開していく。
・ 多数の来館者があった場合に駐車場が不足し、対応に苦慮している。
③ 県に対する要望、意見等
近年、岩手県最低賃金が毎年 2～3％以上大幅に上昇し、指定管理業務に係る清掃・警備業務等の再委託にお
いても入札不調や多数回の入札が行なわれているなど、再委託業者の確保に苦労している状況であり、当該業
界団体からも人件費積算基準の改定を要望されているところである。また、当事業団の正職員の給与は県給料
表を準用しており、県の給与改定に伴い人件費が上昇しているところである。ついては、積算率など他の地方
公共団体で導入しているような、指定管理制度において最低賃金等の変動があった場合に、２年目以降に契約
金額を変更できる制度の導入を検討願いたい。
(2) 県による評価等
① 指定管理者の運営状況について
多彩な自主事業の実施、広報活動の充実などの利用促進を図る取組み、学芸普及部門と連携した研修など利用
者サービスの向上やに努めているほか、関係機関と連携を図りながら適切に施設管理を行うなど、概ね良好な管
理運営が行われていると認められる。
② 県の対応状況について（自己評価）
指定管理者と連携し、施設の維持管理や課題の早期解決に努めた。
③ 次期指定管理者選定時における検討課題等
特になし

９ 改善状況等
改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について）
７(1)施設の維持管理状況 3) 備品台帳との整合性を図る
改善状況
（指定管理者から県への報告年月日：令和２年６月３日）
これまでの点検体制を変更し、適切な管理に努める。
改善状況の確認
（確認年月日 令和 年 月 日）
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