
様式１

令和２年度（令和元年度実績）　宮崎県立美術館運営状況評価票

基本
方針

項　目 成　果　及　び　課　題 評価
総合
評価

総合評価 意　　見　　等 事務局回答

作品の購入
点数

1点 30点

〇書2点とシュルレアリスム作家作品の挿画集
1件（28点）を購入した。書はコレクション展で
の活用や既収蔵作家と書の関わりなど研究の
充実が期待できる。挿画集は、既収集作品と
の比較展示等により、作家作品の世界をより
深く理解できるものである。
●今後も引き続き収集候補作家や作品の動
向について情報収集を行う。近年の美術作品
の価格高騰に加え、感染症の拡大防止の観
点から、十分な調査が行いづらいなど多くの
課題がある。ギャラリーやオークション等の情
報収集を継続し、市場の動向について注視し
ていく。

寄贈作品の
受入点数

1点 １点

〇過去、当館特別展で展示し、寄託を受けて
いた郷土作家の日本画1点について、寄贈の
申し出があった。未収集作家の作品であり、
郷土の日本画の流れを知るうえで重要な作品
と判断し収集した。
●情報提供を受けたものや、未調査のものに
ついては検討の上、適宜対応していく。

②作品の
修復等

作品の修復
又は額装

1点 ３０点

○収蔵作品の中から修復・額装が必要な作品
を選定し、優先順位を決めたが、予算の関係
上、新収蔵作品26点の額装及び、既収蔵作品
4点の低反射アクリルへの交換を行った。
●修復、額装が必要な作品について、リストを
適宜更新しながら、計画的に予算を確保し修
復等を進めたい。

A

外部委託に
よる環境調
査

2回 2回

燻蒸（新収
蔵及び館外
使用後の作
品に限る）

2回 2回

①研究紀
要の発行
等

研究紀要の
発行

1回 1回

〇平成29年度に収蔵したレオノール・フィニー
の挿画集『サラゴサ手稿』の研究及び平成29、
30年度に開催した「アートプロジェクト」の実践
報告についてとりまとめ、令和2年4月に美術
館ホームぺージで発表を行った。
●調査・研究のための十分な時間確保が課題
である。令和2年度は各自の分野の調査・研
究に充て、令和3年度の研究発表を行う計画
である。

B

②郷土作
家等の情
報収集及
び作品調
査

情報収集及
び作品調査

2件 7件

○新収蔵作品に関する情報収集・調査を2件、
瑛九のアトリエ等の調査１件、情報提供等に
基づく資料収集や調査を4件行った。また、コ
レクション展において郷土作家の特集展示を4
件行い、調査研究の還元を行うことができた。
瑛九の資料調査については、2021年に自主
企画展として活用する予定である。
●今後も引き続き調査研究を行うが、関連資
料が少ないことや、調査の時間確保が課題で
ある。また、資料データの形式や項目等を統
一する必要がある。

A

③作品解
説等の執
筆

作家・作品
調書の作成

10件 14件

○新収蔵作品や展示頻度の高い作品を中心
に14件の作品について、学芸課担当職員が
詳細な調査を行い調書にまとめるとともに、作
品解説等を執筆し、データベース及びコレク
ション展の解説資料を充実させることができ
た。
●作品や作家の調査・執筆の時間確保、長期
的な調査をする仕組みが課題である。

A

④講義・鑑
賞会等の
実施

講義・鑑賞
会等の実施

20回 25回

○特別展に関する講演会やトークを4回、特別
展のギャラリートークを11回、コレクション展の
ギャラリートークを10回実施し、作家や作品に
関する調査・研究の内容を還元した。展示内
容に関してわかりやすい解説に努め、参加者
に理解を深めていただいた。
●新型コロナウイルス感染防止対策のため
に、県美展の講演会1回、コレクション展の
ギャラリートーク2回を中止した。

A

　　Ａ：目標を大きく上回った（120%以上）　Ｂ：目標を概ね達成した（90%以上120%未満）　Ｃ：目標を下回った（60%以上90%未満）　Ｄ：目標を大きく下回った（60%未満）

外　部　評　価

・各目標値に対して、実績数から評価
値を算出し、数値と成果及び課題を
総合的に検討し、総合評価値を決め
させていただいた。

・今後も、当館にふさわしく質の高い
作品を収集できるよう、情報収集に努
めていくこととする。

・保存環境の整備については、予算
等の兼ね合いもあるが、最新の情報
を収集し、最善の方法が取れるように
努めていきたい。

・郷土作家等の情報収集や調査研究
については、人員体制が変化しても
継承・継続できる情報等の整理に努
めていくこととする。

・瑛九をはじめとする県内の近・現代
美術に関して，調査・研究を深め、そ
の成果を展覧会等で還元できるよう
に努めていくこととする。

・研究の成果の開示・還元について
は、コレクション展での作品解説や掲
示等、様々な機会をとおして周知方
法を工夫するとともに、情報収集に努
めていくこととする。

・元学芸課職員については、普段から
必要に応じて情報等を提供してもらう
ことや、令和２年度の特別展でも調査
等に協力をいただいている。今後の
サポート体制についても引き続き検
討していきたい。

・計画通り事業が進められている。
一部実績が上回った項目が見られ
るが、「大きく上回った」とは判断で
きなかった。

・①挿画集１件（28点）の購入は見
事であった。

・懸案だった書の収集に関して館の
収集の方針と一致し、瑛九等の絵
画作品と関連づけることが可能で、
かつ水準の高い作品を購入できた
ことは高く評価されると思う。

・予算の都合があり、修復・整備は
困難があると思う。今後も計画的に
進めていってほしい。既収集作品等
と関連づけて展示していくことは、
見る側にとっても理解が深まり、大
変面白いと思う。

・①作品の受入は、数より質が問わ
れる。館の方向性とコレクションとの
関係から県美にふさわしい美術作
品を受けて欲しい。③建築（改築・
改修）の初期段階から保存科学に
詳しい学芸員による最新の知見を
取り入れることが必要。

③保存環
境の整備

○年間計画どおり、年に2回、外部委託により
粘着トラップ、フェロモントラップ、空中浮遊菌
測定の調査を実施した。
●2回のモニタリングにおいて、文化財害虫は
ほとんど補虫されなかったが、衛生害虫を含
め屋外からの侵入害虫が捕虫された。侵入を
防ぐための手立てを講じる必要があるが、予
算との関わりも有り、施設面において改善する
ことは難しかった。継続して目視による日常点
検や環境管理に努めたい。
○作品燻蒸についても1月と3月に計画通り実
施した。
○展示環境の改善のため、コレクション展示
室１の固定展示ケース内を有機酸などの発生
を防ぐように改修した。

A

運営ビジョン

評価指標
年度間
目標

R元年度
実績値

内　　部　　評　　価

収
集
・
保
存

①作品の
購入及び
寄贈作品
の受入

A

A A

調
査
研
究

A A

・計画的に調査研究が進められて
いる。特に郷土作家の研究が今後
の自主企画へと発展が見られる点
を高く評価した。

・②郷土作家等の情報収集、作品
調査見事である。2021年自主企画
展が楽しみである。③④作品解説、
講義、鑑賞会は県民にとってうれし
い学習である。

・規模に対して十分とはいえない学
芸の体制のなかで、継続的な調査
活動が難しいことは拝察されるが、
瑛九関連とシュルレアリスム、及び
宮崎県内の近世・近現代美術につ
いては、調査・研究の拠点となるべ
く充実をはかってほしいと思う。

・研究結果は、ぜひ今後も積極的に
開示、還元してほしい。解説資料が
充実することは多くの観覧者にとっ
て有益である。「サラゴサ手稿」の
研究のような調査・研究は、ホーム
ページ上に掲載するだけでは周知
されない。それを披露するような講
座や展示がなされるとよりよいと思
う。

・定期的に紀要の発行がなされ、調
査研究が進んでいることは高く評価
される。また、調査研究にあたって
は長期的視点が必要である。プロ
パーとしての学芸員増員が不可欠
であるが、少なくとも担当者が変
わっても、それまでの知見をＯＢ、Ｏ
Ｇがサポートする体制は出来ないも
のだろうか。学校に戻るとそれどこ
ろでは無いだろうが、少なくとも教職
を退職された学芸員からは協力も
らえるのではないか。



様式１

令和２年度（令和元年度実績）　宮崎県立美術館運営状況評価票

基本
方針

項　目 成　果　及　び　課　題 評価
総合
評価

総合評価 意　　見　　等 事務局回答

　　Ａ：目標を大きく上回った（120%以上）　Ｂ：目標を概ね達成した（90%以上120%未満）　Ｃ：目標を下回った（60%以上90%未満）　Ｄ：目標を大きく下回った（60%未満）

外　部　評　価運営ビジョン

評価指標
年度間
目標

R元年度
実績値

内　　部　　評　　価

コレクション
展の開催

4回 4回

年間鑑賞者 34,000人 24,210人

特別展の開
催

3回
４回

(内1回は貸
館)

年間鑑賞者
（全特別展
合算）

50,000人 43,152人

自主企画展
等（特別展
示を含む）
の開催

特別展の
うち1回

0回

③館外展
示の実施

館外展示の
鑑賞者

2,000人 2,200人

〇「旅する美術館・わくわくアート」では、県立
美術館の収蔵作品20点を使用して日南市（8
日間）と綾町（5日間）の2会場で実施した。
●集客に有効であることから、地域のイベント
開催時期に合わせて実施しているため、地域
も人手不足になりがちで、監視員の協力体制
の確立などに課題がある。

B

①成人向
け講座等
の実施

成人向け講
座等の参加
者

900人 446人

○4月の自由参加型ワークショップは、特別展
示の会期中と重なり、200名を超える参加が
あった。8月のワークショップは、で実施期間が
2日間と短く、参加総数としては少なめであっ
た。（ワークショップ 241人）
○実技講座「染色」、「磁器」とも募集開始直後
に定員が埋まり、参加者の満足度も高かっ
た。（両講座で延べ87人）
○感染症の影響で、県美術展の講演会が中
止となった。わくわくアートは、ワークショップ的
な内容を含め実施した。（ルオー展 87人、わく
わくアート 31人）

D

②子ども向
け教室等
の実施

子ども向け
教室等の参
加者

500人 664人

○2回（計4日）の自由参加型教室と、恒例の
人気教室の盛況から、目標を大きく上回ること
ができた（前年度同様14日間・16回実施、前年
度比70人増）。
○アンケート結果から見ると、定員を下回った
教室を含めて参加者の満足度は高く、広報が
行き届けばより多くの参加が見込めるのでは
ないかと思われる。
●参加者・参加希望者の低年齢層化が顕著
であること、内容が体感的、造形遊び的なもの
に偏りがちであることが課題である。
●他の事業との兼ね合いで、実施時期が大き
く偏っている。認知度向上や定着のためにも、
マンパワーの配分も含め普及事業全体のスケ
ジュール調整が必要である。

Ａ

③美術図
書室・映像
施設等の
充実

図書・映像
等施設の利
用者

17,000人 11,910人

●年度末に新型コロナウイルス感染症の影響
があり、前年度を大きく下回る利用者数となっ
た。（図書利用 4,050人）
●書架がいっぱいになってきているため、定
期的に利用頻度の低い図書等の整理・廃棄を
行う必要がある。
●映像ブースの使用はほとんどなく、機材を
含めて抜本的な見直しが必要である。アートシ
アターについても、機材の不調から閉鎖するこ
ともあった。（映像利用 7,860人）

C

④館外で
の教室・講
座等の実
施

館外教室・
講座等の参
加者

500人 565名

○地域の学校で本物の作品を味わう機会を提
供し、郷土作家への知識理解を広げることが
できた。（移動鑑賞教室 7校 351人　1校が大
雨により中止）
●開館以来使用している作品輸送用の公用
車に頻繁に不具合が生じ、その都度調整等を
行う必要がある。映像用の機材も老朽化して
いる。
○地元作家による実技講座、招聘作家のワー
クショップを実施し、好評を得た。（わくわくアー
トの実技講座 17人、同ワークショップ 197人）

B

・コレクション展の８月期の過去３年間
の推移については、その時期に開催
した特別展観覧者数が大きく影響す
る。平成29年度、30年度は８月期だけ
で20,000人以上が観覧する特別展を
開催していた。

・館独自の工夫として、平成29年度ま
でコレクション展において、主に子ど
もを対象として開催してきた入門的な
展覧会「たんけんミュージアム」を、平
成30年度からは「たのしむ美術館」と
して、子どもから大人まであらゆる人
を対象とする内容にリニューアルする
ことで、前年度を超える観覧者数があ
るなど成果も少しずつ感じているとこ
ろである。今後も、より魅力的な「たの
しむ美術館」の内容充実、広報の工
夫等を図っていきたい。

・調査・研究活動と連動する展覧会に
ついては、コレクション展の小企画等
として引き続き展開していきながら成
果を蓄積し、自主企画展としても還元
できるよう努めていくこととする。

・広報については、今後もできる限り
の工夫を行い、充実を図っていきた
い。HP作成やパンフレット作成などは
予算の制約があるが、魅力的な内容
づくりに努め、美術館の魅力発信を
行っていきたい。

・アンケート回答等の評価は、内部評
価の成果及び課題の参考とし、適宜
反映させていくこととする。

・成人向け講座等の評価について
は、目標900人に対して、実績が60％
以下の446人という数値設定を重視し
た結果となっている。
ただ、各事業については、それぞれ
改善の余地はあるものの、参加者の
満足度も高く、手応えは感じていると
ころである。今後、特にコロナ禍に
あっては、単純に数値だけでは計れ
ない新しい評価の視点を考慮する必
要性も視野に入れていきたい。

・チャレンジギャラリーの廃止につい
ては、宮崎県美術展の終了に伴い、
同時期に展示室を無償提供できる期
間が無くなることも理由のひとつであ
るが、新公募展「みやざき総合美術
展」の受賞者が、副賞として美術館や
宮日会館での個展開催を希望できる
仕組みを準備し、レベルアップを図る
ことが可能な機能は残している。今
後、その活用状況を見ながら、さらに
作家との交流や事業参画の機会を工
夫していきたい。

・学校等での美術館の利用促進につ
いては、美術館から訪問して本物の
作品等を紹介する移動鑑賞教室を開
催したり、団体を積極的に受け入れ
て、鑑賞の機会の充実に努めている
ところである。また、県内の公立すべ
ての小中学校に毎回コレクション展の
案内をメールで送信しているが、今後
もより一層の広報に努めていくことと
する。

･第２期コレクション展「たのしむ美術
館」においては、通常、展示室ごとの
各テーマや展示作品に沿ったワーク
ショップ的内容や造形体験ができる
コーナー等を工夫・設置しているが、
参加者の満足度やアンケート等の意
見も参考としながら、ワークショップ自
体の開催の在り方も検討していきた
い。

展
示

①コレク
ション展の
開催

○毎回、様々なテーマで年間4回コレクション
展を開催できた。中でも夏休みに合わせて子
供から大人までを対象にした「たのしむ美術
館」を開催し9,340人の入場者で賑わった。
●第4期コレクション展は新型コロナウイルス
感染防止対策のための臨時休館により、会期
が20日間短縮された。
●コレクション展の観覧者数は特別展の観覧
者数が大きく影響している。様々な作品を多様
な視点で、観覧無料にて楽しめるコレクション
展の魅力を広く県民に周知し、コレクション展
自体を来館の目的にできるような取組が必要
である。

B

B B

・年間鑑賞者数は目標に達すること
はできなかったが、このコロナ禍の
中でしっかり準備され、計画通り実
施されたと判断した。

・コレクション展観覧者数の８月期
の過去３年との比較において、平成
29年度7,290人、30年度6,481人、31
年度4,335人と暫時減少しているよ
うであるが、その理由について説明
して欲しい。また、８月は、夏休みの
時期でもあり、内容によっては、家
族づれでの観覧も見込めるため、
平成26、27年度のような多くの観覧
者数を獲得する月でもあると考えら
れるが、今後、新たな企画等につい
て検討してはどうか。

・今年度の「特別展」はいづれもす
ばらしい企画展で県民は満足で
あった。充実した展示内容で感謝し
たい。

・特別展に館のコレクションを組み
合わせ、また、他館と連携して展示
を充実させるなど、よく工夫されて
いると思う。コレクション展にも企画
展的な要素を盛り込んでおられる
が、やはり調査・研究活動と連動す
る自主企画展の開催を目指してい
ただきたい。

・自主企画的な展覧会は、県美らし
さを出していく面でも素晴らしい取
組だと思う。予算をかけずとも、ＨＰ
上でのＰＲの方法やＦＢでの発信、
パンフレットの内容づくり等でさらに
広報に努めて戴きたい。

・アンケート回答等の評価も勘案さ
れてはどうか。

②特別展
の開催

○4月5月には国文祭・芸文祭のプレイベントと
して「藤城清治展」を特別展示し、26,363人の
観覧者数であった。当館の特別展としては、
計画どおりに3回開催できた。「ジョルジュ・ル
オー展」ではパナソニック汐留美術館のル
オーコレクションから約100点と当館所蔵品21
点を併せて紹介し、32日間で5,574人が観覧し
た。「ウイリアム・モリス展」は約100点の作品
を写真や映像とともに紹介し31日間（台風接
近にともなう臨時休館が1.5日）で6,692人が観
覧した。「美人画の雪月花展」では個人コレク
ションの約90点に都城市立美術館と当館コレ
クション12点を併せて紹介し、37日間で4,523
名が観覧した。巡回展に当館作品をあわせる
ことで自主企画的な要素も取り入れた展覧会
となった。
●2回は当館コレクションと組み合わせ、自主
企画の要素もあり、3回とも充実した展示内容
の特別展であったが、目標とする観覧数には
達しなかった。予算が限られる中でも、様々な
分野から優れた内容の展覧会を計画・実施し
ていくことや、広報の充実など、常に工夫をし
ていくことが必要である。

B

教
育
普
及

C B

・コロナ禍の影響が大きく表れてい
るものの、取組としては、十分行わ
れているものと判断した。

・成人向け講座等の実施について、
成果としてあげている内容があるに
も関わらず、内部評価をＤ評価とし
た理由について説明して欲しい。

・移動鑑賞教室については、本物の
作品を実際観ることができるので、
今後も県内の学校に啓発して欲し
い。

・①感染症の影響の中での様々な
講座等は、数字は目標に達しない
ものの内容は今後の参加者に満足
となることを確信したい。②子ども向
け教室は特に期待している。

・教育普及活動については、よく努
力されていると思う。③に関しては、
教育普及というより設備の老朽化
の問題であろう。実施計画・状況報
告文書にあったチャレンジギャラ
リーの発展的な廃止（みやざき総合
美術展への集約）は、若手の独自
性のある作品発表の場として役割
を果たしてきただけに気になる。新
公募展に個展的な機能を組み入れ
ることは可能なのか。

・コロナ禍で今年度は講座等の実
施判断が難しかっただろうと思う
が、教育普及については今後も継
続して力を入れてほしい。地元作家
と共に講座を実施したことも評価で
きる。そうして宮崎らしさを出して
いってほしい。幼稚園や学校行事
のなかで県立美術館を鑑賞する機
会がもっとあるといい。

・ワークショップの参加者数だけで
見ると少なくなるが、利用者にとって
は満足度が高い場合もあり、数だ
けでの評価には疑問を持つ。数をも
とめて、特別展期間中の参加者を
ねらうのも手であろうが、通常のコ
レクション展にこそワークショップを
開催する意義があるのではない
か。



様式１

令和２年度（令和元年度実績）　宮崎県立美術館運営状況評価票

基本
方針

項　目 成　果　及　び　課　題 評価
総合
評価

総合評価 意　　見　　等 事務局回答

　　Ａ：目標を大きく上回った（120%以上）　Ｂ：目標を概ね達成した（90%以上120%未満）　Ｃ：目標を下回った（60%以上90%未満）　Ｄ：目標を大きく下回った（60%未満）

外　部　評　価運営ビジョン

評価指標
年度間
目標

R元年度
実績値

内　　部　　評　　価

①広報誌
の発行

広報誌の発
行

3回 3回

○計画通りに発行することができた。読者アン
ケートの結果を踏まえて、読み物記事の充実
に力を入れ、概ね好評であった。
●中学生でも読める文章、県民に広く楽しん
で読んでいただける内容を心がけているが、
アンケートにはもっと高度な内容をと求める声
もあった。誰にでも楽しめて、かつ美術愛好家
等にも満足していただける内容や誌面構成の
両立が今後の課題である。

B

ホームペー
ジのアクセ
ス数

180,000回 188,506回

ＳＮＳによる
情報発信

100回 135回

プレスリリー
ス

25回 25回

情報誌等へ
の情報提供

120回 192回

県ホーム
ページによ
る情報発信

60回 70回

④広報資
料の提供

広報資料の
提供

5回 6回

○県内外の約1,500箇所の文化施設や学校等
に効果的な広報資料の発送を行うことができ
た。
●発送先の宛名変更や統廃合による修正、先
方の依頼などによる必要数の調整が煩雑であ
り、その都度、確認と情報共有が必要である。
●感染症のためのイベントなどの中止判断
が、年度末の発送に間に合わず、訂正等がで
きないものがあった。

Ａ

・ホームページ、フェイスブックの更新
については、計画的にタイムリーな更
新に努めているところであるが、特に
ホームページの更新回数の増加やサ
イト自体のリニューアルには予算を伴
うため、今後検討していきたい。

・広報等の外部委託や担当者の配置
については、予算や人員体制等と併
せて今後も検討していきたい。

・現在の一般家庭における情報収集
の中心は、スマートフォンが中心と
なっており、現在のホームページがそ
の役割を充分に果たせていない状況
がある。新規のサイト作成は難しいも
のの、従来の掲載内容の改善・見直
しを適宜図っていきたい。また、モバ
イルサイトについては、以前は対応さ
せていたが、利用のしやすさ、情報の
即時性等を勘案し、現在はFacebook
の活用に努めている。今後も内容の
充実を図るとともに、県内外に広く魅
力の発信をしていきたい。なお、他の
SNSメディアの利用については総合
的に検討を行っていくこととする。

広
報
・
発
信

B B

・概ね、目標を達成してはいるが、
ホームページへのアクセス数は昨
年よりも減少しており、今後も魅力
あるＨＰをめざして工夫を行ってほ
しい。

・数値だけ見るならば、十分に満足
できるものだと思う。ウィズコロナの
状況下では広報の役割はますます
重要になると思うので、業者委託で
きる部分は割り切って外注し、また
内部にも可能ならば専門的な広報
担当者を置く等の発想も必要かと
思う。

・情報発信向上の為、モバイルサイ
トを開設してほしい。難しい場合は、
携帯でも見やすいＨＰ作りを期待す
る。また、即時性のためにFacebook
に注力しているとの事なので、その
ページに誘導されるようもっと大きく
表示してはどうか。

・ＳＮＳでの発信は今後が期待でき
るメディアであるが、これまでの媒
体よりも炎上しやすいので、慎重に
なりがちである。フェイスブックだけ
でなくTwitterやinstagramなどでも発
信が期待される。

②ホーム
ページ等
の充実

○ホームページでは、84,000人以上の目標を
超える多くの閲覧数を得ており、県内外へ館
の情報を発信する中心的なツールとして活用
することができた。
○アクセス解析から、特別展とコレクション展
の「たのしむ美術館」が重なる夏期のアクセス
が最も多く、展覧会の情報を求める利用者が
大半であるが、館の特色や収蔵作品について
知りたいという声にも応えて、コレクションの特
色についてより詳しい情報を掲載した。
○フェイスブックについては、ホームページの
更新を業務委託で行っており、突発的な情報
更新等の対応ができないことから、タイムリー
な情報提供を補完するツールとして目標を上
回る発信ができた。
●フェイスブックは、ホームページに比べて認
知度が低いため、より多くの人に存在を知って
もらう工夫が必要である。

B

③関係機
関への情
報提供

【プレスリリース】
○展覧会情報からイベント紹介など、適切な
時期に情報を発信し、取材依頼などにつなげ
ることができた。
●内容によっては、プレスリリースの効果を更
に上げるために、FAXや電話等での取材依頼
も必要性を感じた。
【情報誌等】
○情報誌や新聞社、ネットメディア等への定期
的な情報提供を確実に行うことができた。加え
て、不定期の情報提供や単発の依頼に応じた
提供も幅広く行い、目標を上回る発信を行うこ
とができた。
●幅広い発信を行うことができた一方で、媒体
が増えることで業務が煩雑になってきている
面もあるため、広報効果を踏まえて提供先・内
容・回数の見直しを行う必要がある。
【県ホームページ】
○展覧会や講座・教室などの情報を中心に、
情報掲載を行った。計画的で、タイムリーな発
信ができた。
●新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り、イベントの中止や内容の変更など、急な情
報の修正が生じた。

A



様式１

令和２年度（令和元年度実績）　宮崎県立美術館運営状況評価票

基本
方針

項　目 成　果　及　び　課　題 評価
総合
評価

総合評価 意　　見　　等 事務局回答

　　Ａ：目標を大きく上回った（120%以上）　Ｂ：目標を概ね達成した（90%以上120%未満）　Ｃ：目標を下回った（60%以上90%未満）　Ｄ：目標を大きく下回った（60%未満）

外　部　評　価運営ビジョン

評価指標
年度間
目標

R元年度
実績値

内　　部　　評　　価

①地域に
おける美
術制作事
業の実施

地域での美
術制作事業
の参加者

400人 1,302人

〇令和元年度から「旅する美術館」と合わせた
「旅する美術館・わくわくアート」事業として実
施し、県内2市町（日南市、綾町）で公開制作
を行うことができた。
○作家が大変積極的に各地域での取材を行
い、2つの地域の特色を融合させた写真による
インスタレーションを行うことができた。
○1つの自治体には、作品の委譲もなされ、今
後の地域活性化への寄与が期待される。
●開催自治体や作家への負担がかかりすぎ
ないように、事業内容を整理していくこと、効果
的な広報のあり方を模索することが今後の課
題である。

Ａ

他館・施設
との連携に
よる取組

2件 3件

学校向け美
術教材の貸
出

30件 18件

美術館サ
ポーターの
活動

延べ
300人

延べ
501人

インターン
シップ等の
受入れ

5件 8件

アトリエ利
用件数

300件 319人

県民ギャラ
リー稼働日
数及び来場
者数

200日
43,000人

223日
36,363人

応募点数 1,100点 986点

鑑賞者 4,500人 1,176人

・宮崎県美術展の評価については、
数値設定を重視した結果であるが、
成人向け講座等の評価と同様、コロ
ナ禍の状況が続くようであれば、単純
に数値だけ計れない新しい評価の視
点を考慮する必要性も視野に入れて
いきたい。

・県民の創作・発表の場であるアトリ
エや県民ギャラリーについては、備品
等のメンテナンスを随時行っており、
より利用しやすいように努めていると
ころであるが、さらに利用促進を図る
ため、利用案内等の広報や情報発信
にも努めていきたい。

・公的施設としての役割を踏まえ、施
設・整備の確実な保守点検の実施
と、適宜修繕に努めるとともに、老朽
化した施設更新のための予算確保に
努めていくこととする。

･アートボックスは多くの児童生徒が
手に触れるため、現在、コロナ禍によ
り利用が少ない状況にあり、積極的
にをアピールする場もないため、貸出
はこれまでに利用した学校等に偏っ
ている。また、各学校に美術の専任
教諭が少なくなっている影響も利用が
少ない一因と思われるが、だからこ
そ、よりその魅力を発信できるよう努
めていきたい。また、ツールの劣化に
ついては、随時手作業で整理と補修
を行っているが、その刷新には、著作
権使用料を含むある程度の予算確保
が必要となるため、今後検討していく
こととする。

連
携
・
参
画

C B

・概ね目標を達成していると判断し
た。しかし、コロナ禍、あるいはコロ
ナ後の連携のあり方については、
今後検討を進めていく必要がある
だろう。

・宮崎県美術展の開催について、鑑
賞者数が目標を大きく下回ったこと
等で内部評価がＤ評価だが、新型
コロナウィルス感染拡大防止という
公的機関として重要な観点での臨
時休館措置の影響であったことを
踏まえるとＤ評価は厳しすぎるので
はないか。

・美術館サポーターの活動 501人、
インターンシップ等の受入れ８件の
実績は高く評価したい。特に地域で
の美術制作事業の参加者1,302人
「旅する美術館わくわくアート」事業
は大成功であり、今後の活動が楽
しみである。

・⑹の項目は、コロナウィルス感染
拡大の影響を大きく受けたところで
はないかと思う。また県民ギャラ
リーに関しては、やはり設備の老朽
化の問題だろうと思う。町中の画廊
が減少する中で③の役割は相対的
に大きくなり、充実が求められてい
るところかと思う。

・他館と連携することは素晴らしい
取組だと思う。互いに効率が良くな
り、展示内容が充実することも期待
されるからである。著しい教材の劣
化は改善されるべきであるが、アー
トボックスの貸出は４校のみである
とのこと。教材を刷新し、それを広く
周知、利用してもらうという、教育面
にもっと力を入れてほしい。

・多様な取り組みをされていて、県
美の底力を感じる。

②他の文
化施設や
学校教育、
ボランティ
ア等との連
携

【連携】
○都城市立美術館と霧島アートの森との連携
会議において、各館の運営状況を共有するこ
とができた。また、アートラインカードを当該年
度担当館(霧島アートの森)が中心となって見
直し、分かりやすく修正した。
●会議が年1回のため、タイムリーで細やかな
情報の共有ができない。また、前売り券や予
算に関わる議題が挙がるため、可能であれば
総務担当の出会が望ましい。
○県総合博物館、県立図書館、県立劇場との
4館見学ツアーは6件で253人の参加があっ
た。
○宮崎県立文化施設6館イベント案内パンフ
レットを年間2回発行した。
【教材貸出】
○ホームページに加え、学校団体向けの申込
用紙にアートカードの紹介を記載し、研修等で
訪れた学校向けに案内をすることができた。
●新規にアートカードの良さを実感していただ
く機会を作る必要がある。拠点校貸出につい
ても、2地区から4校のみの貸出であった。
●教材の劣化が著しく、修繕をしながら貸出を
行っている。今後はリニューアルも検討する必
要がある。
【サポーター活動】
〇自主的活動として、サポーターによる鑑賞
会、壁新聞の作成、情報交換会の企画運営等
ができた。連絡を密にして、きめ細やかに対応
することができた。
○子ども美術教室等のサポートや、年4回実
施しているサポーター自身による通信も定着
し、充実した活動となった。
【職場体験】
○中学校と高等学校から積極的に生徒を受
入れ、美術館の役割や魅力を伝えながら、就
業体験を実施することができた。
●各学校とも、同時期に実施するケースが多
く、希望が重なるため、受入れの対応ができな
い場合もあった。

B

③創作・発
表の場の
提供

【アトリエ利用】
○利用者のリピート率も高く、定期的に制作を
楽しむ様子が見られた。また、自宅では難しい
活動もアトリエで体験できることから、新規の
利用者も見られた。
●2月、3月は新型コロナ対策のために利用を
制限したため、昨年度より利用者人数は減っ
ている。
【県民ギャラリー】
○メンテナンスを繰り返し、美しい環境での展
示を提供することができた。また、怪我、事故
について注意喚起を毎回することで大きなトラ
ブルはなかった。
○留学賞展、特別支援アート展など、県民
ギャラリーの移動壁により、作品・展示内容に
即した空間を提供でき、様々な来場者に楽し
んでいただいた。
●壁の移動、受付机、箱パネル、控室のパー
ティションなど施設、設備の老朽化により、設
置・移動に苦慮することがある。
●利用者のマナー向上に、あらゆる手段を講
じているが、その他の方法を模索する必要が
ある。

C

④宮崎県
美術展の
開催

○入選者の内、最高年齢は95歳（写真部門）、
最少年齢は16歳（絵画、書、デザイン部門）で
幅広い年齢層の作品を展示することができ
た。
○審査員からの評価は、概ね好評であり、最
高齢86歳の受賞者から高校生受賞者も13名
と健闘した。
●前回と比較して、一般、高校生等からの出
品者が減少した。特に絵画部門、書道部門あ
わせて45点の減（昨年度比）となった。
●新型コロナウイルス感染防止対策のために
会期途中で臨時休館（16日中5日のみの開
催）となり、鑑賞者は大幅に減少した。
●表彰式、講演会、開会式も実施できなかっ
た。
○臨時休館に伴い、記者発表用に専門業者
に委託して撮影した大賞受賞作品のみではあ
るが、ホームページで閲覧できるようにした。

D



様式１

令和２年度（令和元年度実績）　宮崎県立美術館運営状況評価票

基本
方針

項　目 成　果　及　び　課　題 評価
総合
評価

総合評価 意　　見　　等 事務局回答

　　Ａ：目標を大きく上回った（120%以上）　Ｂ：目標を概ね達成した（90%以上120%未満）　Ｃ：目標を下回った（60%以上90%未満）　Ｄ：目標を大きく下回った（60%未満）

外　部　評　価運営ビジョン

評価指標
年度間
目標

R元年度
実績値

内　　部　　評　　価

①職員の
人材育成
等

県外研修・
視察への派
遣割合

50% 75%

○対象職員16人のうち、12人が参加した。展
覧会や作品収集のための調査、著作権実務
講習、教育普及活動等で得た知識・情報を業
務に生かしている。
●派遣が0回の職員が4人いる反面、3回が１
人、4回以上が3人いる。業務上、やむを得な
いところもあるが、資質向上の機会均等を考
慮する必要がある。

Ａ

②博物館
実習の受
入

実習希望者
の受入割合

100% 100%

○8月14日から24日までの期間で、計10日間
の実習を行い、受講希望のあった2人を受け
入れた。
●初日の午後と2日目が台風接近に伴う臨時
休館のため中止となった。（中止となった実習
内容は別日の講義時間内を調整して振替実
施した。）

A

防災研修及
び避難訓練
の実施

100% 100%

○地震及び火災に備えた自衛消防訓練を年
に2回行い、6月には館内消防設備及び避難
経路の確認、通報及び避難誘導訓練、1月に
は停電時における館内状況体験、消化器を利
用した消火訓練等を実施した。
○特別展における臨時雇用監視員に対し、緊
急時に備えた避難経路について、採用の度に
説明を行った。

検査等の指
摘事項への
対応

100% 100%

○予算の範囲内で計画的に簡易な修繕等を
行った。
○美術作品の保護及び消費電力削減のた
め、展示室照明を一部ＬＥＤ照明に変更した。
●施設の温湿度管理は美術館にとって非常
に重要であるため、空調施設機器の大規模更
新等については今後も必要性を説明し、全庁
的に計画的な予算確保に努める。

施設見学者
の受入れ

8,000人 5,396人

アートホー
ルの活用

900人 1,128人

・学校との連携、出前授業について
は、移動鑑賞教室等のアウトリーチ
活動を実施しているところである。今
後も各学校への周知に努めていきた
い。

・先生方への図画工作や美術の指導
方法等の研修については、そのため
の県の機関もあるため、美術館に依
頼があれば検討して、連携を図るな
どして対応していくこととする。

・学芸員の計画的かつ継続的な採用
については、本庁の方針や計画を踏
まえながら、十分に連携を図って対応
していくこととする。

・コレクションや県内美術に関する情
報等については、年間を通したコレク
ション展を中心とした紹介等に織り込
みながら、各メディアにて情報発信に
努めていくこととする。

・施設の25年経過により、館内外を問
わず老朽化が見られる。予算確保の
問題はあるが、適宜修繕に努めると
ともに、今後とも計画的な施設改修を
図っていくこととする。

・コレクション展での展示数について
は、展示趣旨やテーマ等から決定し
たり、展示会場の広さや安全性等か
ら制限している。コレクション展が無
料であることや年間４回展示替えを
行っていることも併せ、来館される皆
様に当館のコレクションの魅力が伝
わるように今後も工夫していきたい。

・学芸員としての資質を高めるための
様々な研修会等には、積極的に参加
するように努めているところである。
東京文化財研究所の研修は競争率
が高く希望が通らないことも多々ある
が、受講した職員もおり、様々な機会
をとおして知識・技能の共有を図って
いくこととする。

・ユニークベニューについては、制度
を開始して以降、利用する団体等は
増加傾向にあるが、御指摘のとおり、
その本来の目的や価値に沿った利用
となっているとは言いがたい側面もあ
る。ホームページによる説明・案内の
工夫等、本来の趣旨が伝わりやすく
なるよう改善に努めていきたい。観光
局との連携については、話合いを
持ったが、双方の意図するところに差
が大きかったこともあり、引き続き今
後の調整が必要と考えているところで
ある。

・施設利用者の観点からも必要性を
説明し、老朽化した施設更新のため
の計画的な予算確保に努めていくこ
ととする。

・アートホールの美術関係者の利用
促進については、本来の貸出目的が
「県民の文化、芸術の振興のための
講演、会議、研修等を行う場」として
位置付けられていることもあり、ホー
ルの構造上、作品制作の場としての
活用はでき兼ねるが、ユニークベ
ニューではない通常の貸出で利用し
やすい条件整備は整っている。更に
美術関係団体等への情報提供に努
めていきたい。

人
材
育
成

A

管
理
・
運
営

①施設・設
備の適切
な管理

B

B B

・施設の積極的な活用については、
見学者の受け入れが減少している
ものの一定の成果は得られてい
る。

・小学生が遠足等で美術館を活用
できるような展覧会や催しをさらに
検討してほしい。

・コロナ禍の社会現象のため、あら
ゆるところに影響があり、残念な年
であった。やむを得ないと考える。

・内部努力は十分にされていると思
う。老朽化した設備の更新について
は、ウィズコロナ下であろうと必要
性を訴え、予算確保に努めていい
ただきたいと思う。

・ユニークベニューの導入は面白い
取組みだと思うので、その魅力が伝
わるよう今後も力を入れてほしい。
観光局と連携することはできないも
のか。

・ユニークベニューでの利用が鑑賞
条件とは言え、利用団体によっては
鑑賞者増を期待することは、難しい
かもしれない。それよりも美術関係
者がアートホールを積極的に利用
できるような方向性は無いものか。②施設の

積極的な
活用

【施設見学】
●学校団体、一般共に減少となった。特に中
学校、高等学校の受入数は、この5年間で最も
少なくなっている。展覧会の広報などを工夫し
たい。
●宮崎県美術展の会期中に、新型コロナウイ
ルス感染防止対策のために臨時休館したこと
も影響している。
【アートホール】
○ユニークベニューの導入から利用が増えて
いる。また、定期的な利用もあり、利用者の満
足度は高い。同利用者が年度内に複数回使
用することもあった。
●ユニークベニューは展覧会鑑賞を利用条件
としているが浸透していない。年度末に使用条
件が分かりやすいチラシに変更し、ホーム
ページに掲載した。
●音響、映像機器が老朽化しており、利用者
が持参する機器との互換性・接続性等に問題
が出ている。今後の使用に向けて改善が必要
である。

B

・次の点を今後検討して欲しい。
１　美術館職員が、実際に学校へ出向き、児童生
徒に図画工作・美術の出前授業等をしていただけ
れば、専門性の高い指導者からの指導で、児童
生徒の技能も向上すると思われる。実際に行わ
れているのであれば、さらに啓発周知してほしい。
２　美術館職員が、実際に学校へ出向き、学校の
先生方に、直接、図画工作や美術の指導方法等
についての研修をしていただければ、先生方の指
導技術も向上すると思われる。実際に行われてい
るのであれば、さらに啓発周知してほしい。

・⑵調査・研究について、時間確保という切実な言
葉が内部評価の記述の中に散見される。調査・研
究は館の自主企画の基盤でもあるし、毎回申し上
げていることではあるがプロパーの学芸員の計画
的かつ継続的な採用の必要性は強調しておきた
い。また、展示活動や出張等が制限される状況だ
からこそ、コレクションに関する、あるいは県内美
術に関する調査・研究を進められ、ＨＰ等を通した
情報発信を行っていただけるよう期待している。

・その他の意見（気になる点）は次のとおり。
１　建物外壁の老朽化
２　常設展の展示数を増やしてほしい。一度に見
られる作品が多いと時々訪れる人や遠方から訪
れる人にも満足度が高まるのではないかと思うた
め。あのような世界中の素晴らしい作品を無料で
開放していることに当初とても驚いた。是非多くの
人に訪れてほしいと願っている。

　委員のその他意見

A

・管理・運営の美術館の取組は十分になされてい
るが、引き続き、作品保全等のための施設・設備
維持補修予算の確保に一層の努力をされたい。

　会長の総括意見

・しっかり事業が進められている。

・素晴らしい人材育成である。成果
を楽しみにしている。

・特に東京文化財研究所の研修を
受けた学芸員には、美術館で長くそ
の専門性を活かし続けてほしい。


