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Ⅰ　基本情報

名称

募集方法

札幌市民ギャラリー 所在地 中央区南2条東6丁目

施設維持管理業務、貸館業務（利用料金制度）、施設における事業の計画及び実施に関する業
務

公益財団法人札幌市芸術文化財団

平成30年4月1日～令和5年3月31日

施設数：１施設

名称

展示室等施設の管理運営、美術に関する展覧会及び美術振興のための主催事業の実施

4,189.10㎡

主要施設

美術に関する展覧会、展示会のための会場として市民の使用に供すること、及び美術の振興に
関する事業を行うことで、本市の芸術文化の振興に寄与すること

第1～5展示室、展示ホール1～2

公募

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定管理者評価シート

事業名 札幌市民ギャラリー運営管理費 所管課（電話番号）市民文化局文化部文化振興課（211-2261）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

昭和57年2月 延床面積

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

業務の範囲
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Ⅱ　30年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　3つの基本方針
に基づき、特に施
設の利用に関し
て、公平性を確保
しつつ、稼働率を
高水準に維持す
るための利用者
への対応を手厚く
行っている。
　環境に配慮した
施設運営を行い、
結果的に収支計
画比で支出減に
つなげているほ
か、職員間の情報
共有を徹底し、利
用者の声に迅速
に対応している。
　以上より、本市
の要求水準を満
たす管理運営が
行われている。

所管局の評価項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▼札幌市写真ライブラリー閉館後、写真展を優先的に
利用ができる写真展優先利用期間を設けている。

▼　一斉受付においては、複数の利用希望が重なった
場合、職員が団体間の調整役を務め、双方の団体に
とってより良くなるよう様々な利用方法を提案するとと
もに、やむを得ず調整が困難な場合には、厳正な抽選
を行うなど、可能な限り多数の発表活動が行われるよ
う努めた。
また、希望調書の受付開始前の配布や、次年度申請
と並行して行っている今年度の利用の打合せを、常連
団体に対しては事前に前回打合せ用紙を送付すること
で変更箇所を把握し、打合せに要する時間短縮を行っ
た。

▼　条例や規則等に基づいて利用機会の公平性を確
保するとともに、利用者の要望に応える柔軟な運営を
行った。

　ホームページで空
室状況を公開して
おり、随時申込情報
を提供している。ま
た、一斉受付におい
ては平等・公正に実
施し、希望が重複し
た場合においても
調整を図るなどし、
申込みいただいた
全ての団体につい
て展覧会を開催す
ることができた。

　札幌市民ギャラ
リーの設置目的と
指定管理における
基本方針及び事業
目標を再確認し、そ
の実現のための行
動指針とすることが
できた。

▼ 芸術文化活動を通じ、街のさらなるにぎわいを創出
し、札幌市が掲げる「創造性あふれる文化芸術の街
さっぽろ」の新たな展開に貢献することを使命とし、より
広く親しまれる施設運営や事業を行っていくため、以下
の３つの基本方針及び事業目標を策定した。

①芸術文化活動拠点としての機能の強化
②財団各施設や利用団体との連携による次世代を担
う人材の育成
③安全快適な施設環境の提供とコスト削減意義の徹
底
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▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▼　上記の取組への協力のお願いを施設内に掲示す
ることで、利用者及び職員の節電意識の向上を図り、
エネルギー消費の節約に努めた。

▼　ポロクルに賛同、札幌市と協力し敷地を提供して
札幌の環境負荷低減につなげた。

▼　H26改修工事において館内全照明のLED化。トイレ
など衛生設備水栓の節水化を完了している。年度に
よって外気温の変動もあり一概に比較するものではな
いが、光熱水使用量の大幅な削減が難しいながらも
H27～29（3年平均値）と比べ、4～7％の削減となった。
特に電気については、札幌市環境局から支給のデマン
ド監視装置及び当館中央監視装置の一部改修を行
い、契約電力を意識した冬期ロードヒーティングのオ
ン・オフ管理を行うことで、契約電力の削減（187ｋｗ→
170ｋｗ）を行った。

▼　管理標準に基づき、夏期の電気温水器使用や、北
海道胆振東部地震以降はジェットタオルの使用を抑
え、館内照明についても利用の妨げにならないよう配
慮しながら更に節減箇所の拡大を図った。

▼　ゴミの持ち帰りについて利用者にご協力をいただ
き、また、近隣の中央小学校とはリサイクルゴミの協力
を行い、事業所ゴミ排出軽減と経費削減を目指すとと
もに、環境配慮への取組の周知に努めた。また中央小
学校生徒及び東地区連合町内会とゴミ拾い活動に参
加し、地域と共に環境への取組を行っている。また、東
まちづくりセンターと協力し、廃油回収や砂まき事業に
も参加協力を行っている。

▼ 統括責任者として振興課長を、職務代理者として振
興係長を配置している。また、事務分掌、指揮命令系
統、連絡系統等を定めている。

　エネルギーの年間
消費量については、
施設設備改修工事
によって改善された
機器による節電効
果を最大限に発揮
できたことに加え、
職員の節電・節約
への意識の向上と
利用者の理解によ
り、節電意識の高い
近年の状況下にお
いてさえも過去3年
平均値比ですべて
の面において削減
することができた。
　引き続き、利用者
の利便性と安全性
を重視した環境を優
先しつつ、各設備の
稼動等についてさら
に精査することで、
より積極的な節電
対策に努めたい。

　適切な職員配置
を行い、職員及び
館内スタッフとの双
方向コミュニケー
ションを取り、また
会議を綿密に実施
し、情報共有、敷地
内の安全性向上、
業務の効率化を
図った。

▼　下記の各種研修会に参加した。
・４月　新規採用職員研修　接遇研修（ビジネスマ
ナー）
・７月　救命講習会
・８月　年金とナイスライフセミナー
・８月　防火管理セミナー
・１・２月　コンプライアンス研修
・３月　管理職マネジメント研修

　各研修に積極的
に参加し、安心安全
及び、服務規律に
対する意識を高め、
職員の資質向上に
努めた。
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▼　財団の福利を活用し、全職員のインフルエンザ予
防接種を行い、少人数職場故の防衛策を励行した。

▼　施設に関する定期保守点検を確実に実施したうえ
で、特に冬期間においては、ギャラリー周辺の道路等
の除雪や雪庇落としを適切に行い、近隣住民の安全に
配慮した。

　財団内で統一化さ
れたネットワークシ
ステムなどが安定
的に運用されてお
り、情報の共有と業
務の効率化を実現
させるとともに、管
理機能を一層高め
た。
　現場スタッフが得
た情報を即座に共
有するよう努めたこ
とで、常時的確に状
況を把握するととも
に、要望には迅速
に対応することがで
きた。

▼　施設をより安全に運営するため、仕様書に基づき、
施設設備運転管理、清掃、警備、案内業務等につい
て、第三者に業務委託し、計画書に沿い効率的に業務
を履行した。

▼　業務に継続性をもたせることにより、一層の安定性
及び経費削減が望める業務に関しては複数年契約と
した。

▼　業務報告や現場確認等を確実に実施することで、
履行状況を的確に把握し、適切に管理した。

　専門知識と高度な
技術を有する委託
業者による綿密な
連絡及び報告と、豊
富な経験からなる
有益な提案を活用
することにより、適
切に施設の維持管
理を実行することが
できた。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▼　財団内部ネットワークによるグループウェアソフトを
活用し、全施設間において速やかな情報共有を図ると
ともに、全事業部統一の経理システムにより、迅速な
経理処理及び適切な財務管理を行った。

▼　職員と常駐委託業者によるCS（顧客満足）会議を
定期的に開催し、情報共有と意見交換を行い、来館者
の満足度向上を目指し、確実に日々の問題点に対応
するとともに、来館者からのご意見・ご指摘等に対し
て、情報の共有を図り、迅速に対処するよう努めた。ま
た、日頃のコミュニケーションを密に、連携を強めた。

▼　財団内施設に先駆けて敷地内禁煙に取り組んだ。
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・地   域 ： 東地区連合町内会会長
               市民ギャラリーサポート隊
               札幌市東まちづくりセンター所長
・利用者 ： 北海道七宝作家協会代表
・有識者 ： 札幌市中央小学校校長
                聖園こどもの家園長
・行   政 ： 札幌市市民文化局文化部文化振興課長
・指定管理者 ： 札幌市民ギャラリー館長
　　　　　　　　　　（教育文化会館事業部振興課長)

協議・報告内容

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

開催回

第4回
3月13日

第3回
12月20日

第1回
6月27日

第2回
9月13日

・市民ギャラリーの概要と利用状況
・平成30年度事業計画説明
・利用促進の取組み
・4月から5月までの主催事業報告
・4月から5月までのアンケート調査報告
・意見交換

＜協議会メンバー＞

・12月から2月までの施設利用状況報告
・12月から2月までの主催事業報告
・12月から2月までのアンケート調査報告
・意見交換

・「北海道胆振東部地震」の影響
･市所有施設の全面禁煙について
・4月から8月までの施設利用状況報告
・6月から8月までの主催事業報告
・6月から8月までのアンケート調査報告
・意見交換

・敷地内全面禁煙について
・9月から11月までの施設利用状況報告
・9月から11月までの主催事業報告
・9月から11月までのアンケート調査報告
・意見交換

　施設管理業務及
び主催事業等の報
告を行うとともに、
様々な分野の外部
委員やアドバイザー
から専門的な視点
で利用者及び地域
住民として施設管
理上の問題提起や
改善に関する意見
交換を行った。
　得られた助言及び
指摘等は管理運営
上の課題解決や、
一層の来館者サー
ビスの向上につな
げるなど各業務に
活用することができ
た。特に近隣小学
校や町内会との連
携事業に関する提
案や協力依頼を反
映していくことで、今
後の地域一体での
活性化と拠点施設
としての事業展開に
役立つとともに、ま
ちづくりに貢献でき
た。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▼ 資金管理については、指定管理業務、自主事業ご
との区分経理を実施しており、公認会計士による外部
会計監査を導入している。

▼　現金等の取扱いについては、現金取扱要綱に則り
厳正な処理を行なった。

▼　現金のほか通帳及び金券類の管理は、複数職員
の確認による相互牽制を図るとともに、分任出納員に
より厳格に管理しており、定期的な内部監査と併せ事
故防止体制を整備している。

　収支状況及び現
金の取扱について
は常に複数名で確
認し、適正な資金管
理を行うことができ
た。

　現金事故は0件。
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▼　主催事業の音量に対する苦情（1件）、設備運転
（震動）音への苦情（1件）があったものの、培った貸館
担当職員のコミュニケーション能力及び、札幌市の早
急な修繕により的確に対応できた。

　利用者からの要
望・苦情等の対応
については、札幌市
へ報告するとともに
全職員で共有し速
やかに確認・調査を
行ない、安全で快適
な環境の提供を常
に目指し、誠実かつ
迅速に対応すること
ができた。

▼　展覧会開催主催者には、アンケート用紙を手渡し
し、ご意見を伺った。

▼　主催事業の入場者及び参加者については、ひとり
ひとりに声掛けを行い、アンケート用紙を手渡しした。

▼　アンケート結果は、取りまとめて考察し、可能な限
り迅速的確に対応し、改善に努めた。建物（設備）など
の要望は札幌市と情報共有し、迅速な処理と対応を
行った。また、運営協議会においても報告し、円滑な運
営の参考とした。

（別紙参照）

▽　要望・苦情対応

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

▼　月1回程度CS会議を実施し、各セクションの情報共
有と意見交換を行った。

▼　来館者用アンケート用紙を１階ロビーに通年配置
し、広く意見や要望を集めた。

▼　要望苦情等については、各担当より迅速かつ適切
に報告される体制を整備しており、対応についても利
用者の利便性を最大限考慮するよう関係スタッフ間で
協議を重ね改善するとともに、緊急性のある案件につ
いては安全を最優先したうえで柔軟且つ迅速に対処し
た。

▼　市民ギャラリー公式ホームページにおいて、施設
に対する「お問合せ」フォームを設定し、要望・苦情等
に一層迅速に対応できる体制を整備している。

　業務実績の記録
等は適切に整備保
管し、職員間で共有
することで業務の効
率化を実現し、外部
からの照会につい
ても迅速に対応す
ることができた。

　アンケート調査は
日々行っており、年
間目標値（1340件）
には達しなかったも
のの992件回収でき
た。貸出施設の状
態、職員の接客態
度、清掃等への満
足度について、具体
的な意見や感想を
得ることができた。
施設運営協議会の
議題にも上げ、助言
をいただきながら今
後は一層の回収数
アップを図る。
　主催事業のアン
ケートでは、より具
体的な意見や感想
を得ることができ
た。

▼　指定管理業務に関する記録・帳簿等については、
適切に整備保管した。
　・管理業務に関する諸規程
　・文書管理簿
　・各年度の事業計画及び事業報告書
　・収支予算・決算に関する書類
　・金銭出納に関する帳簿
　・物品の受払いに関する帳簿
　・各種業務に関する記録書類及び札幌市が必要
　　と認める書類
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　労働関係法令を
遵守した組織運営
を行っている。
　労働時間の状況
把握と業務配分に
努め、ワークライ
フバランスに向け
た取組を継続して
いる。
　以上より、本市
の要求水準を満
たす適切な管理
が行われている。

▼　産業医の選任のほか、顧問弁護士も導入してお
り、これらの専門家による、心身の健康面、雇用、仕事
以外の相談を含めて個別相談にも応じる体制を採って
いる。また、各種ハラスメント対応としての専用相談窓
口（女性専用など）を設けている。

▼　委託業者のうち、常駐者について雇用環境調査を
行い、札幌市に報告した。

▼　「やりがいある仕事」と「充実した生活」の両立を目
指し、時短の取組を行い、業務の効率化を推進してい
る。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

　36協定の内容を
遵守するよう、長時
間労働の状況把握
及び業務配分（時
短）等に取り組んで
いる。

　また、札幌市ワー
ク・ライフ・バランス
取組推進宣言企業
(認証ステップ1）とし
て認証を受けている
ほか、５年計画で策
定した一般事業主
行動計画を現在遂
行中である。

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

▼　適正な内容で36協定を締結したほか、雇用環境の
維持向上のため、関係法令に基づき財団諸規則等の
見直しを行い、労働基準監督署に届け出た。

▼　給与の額や支給方法等の雇用条件については、
財団の例規として、職員、契約職員、パート職員の
各々について就業規則を定めているほか、職員につい
ては別途給与規程を制定し明示している。これらを変
更する場合には職員の過半数を代表する者の意見を
聴取し、行政官庁への届出を行っている。また、賃金
台帳など法定帳簿等も整備している。

▼　就業規則を含む例規集は、事務室内に備えるとと
もに財団内ＬＡＮにより、常に各職員が閲覧可能な状
態としている。
▼　毎月の給与の計算や社会保険・労働保険関係の
各種手続き等は、財団の総務部署を通じ、社会保険労
務士事務所に委託しており、労働関係法令改正への
対応についても、社会保険労務士と相談して行ってい
る。
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（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　利用者の安全確
保のため、施設の
設備点検を適切
に行い、本市とも
協議の上、計画的
な修繕に努めてい
るほか、防災訓練
を反復して行うな
ど、日頃から危機
管理意識をもって
施設運営にあたっ
ている。
　以上より、本市
の要求水準を満
たす適切な管理
が行われている。

▼　来館者に高齢者が多いことから、雨天及び降雪時
の床清掃について重点的に配慮したほか、注意喚起
の案内サイン作成やスタッフによる声かけ、東まちづく
りセンターとの協力による路面凍結時の砂まきなどに
より、転倒等事故防止に努めるとともに、雪庇除去や
駐車場の排雪など安全対策を一層強化した。

▼　拾得物取扱については、全職員が確認できるよう
台帳により管理しており、貴重品については速やかに
警察署に届けるなど適切な処理を行っている。

▼　施設に適した損害賠償保険に加入し、万一の事故
に備える万全の態勢をとった。

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼　利用者の安全確保については、常駐の警備・設備
スタッフのみならず職員の巡回を増やすなどし、施設
内及び周辺の定期的な確認と点検を実施し、設備のト
ラブル発生防止に努めた。

▼　開館から30年以上経過しているため、経年劣化が
認められる箇所については、耐用年数を鑑み、札幌市
と連携して優先順位を決めて修繕及び更新等の対応
をしている。早期改善が求められているものとして、有
料貸出備品の展示パネルの補修や更新に向けた計画
を、札幌市と相談しながら進めている。また、展示パ
ターンの多様化に対応するため、展示室照明のブロッ
ク分けを検討している。
▼　災害による停電発生時にも緊急連絡対応がとれる
よう、通信用光回線4本のうち1本をアナログ回線に変
更した。

▼　不審者が侵入した際に速やかに警備室および事
務室が把握し対処できるよう、緊急通報装置を館内2
箇所に設置した。

▼　札幌市と協力し、使用頻度の高い貸出用展示パネ
ルの補修や、更新に向けた計画を進めていく。

▼　ギャラリーコンサートなどのイベントに使えるグラン
ドピアノを芸術の森美術館から移設し整備した。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

　施設・設備等につ
いては、関係法令を
遵守し、設備機器
の法令点検や定期
点検を適切に行っ
た。季節や天候に
応じて、転倒など注
意喚起の掲出を行
うとともにこまめに
床を拭くなど、事故
を未然に防ぐ努力
をした。災害時およ
び非常事態対応も
強化し、来館者や
利用者に一層安
全・快適な環境を提
供できた。
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（別紙１）

▼　札幌市備品については、破損、不具合、不足の有
無について定期的に確認し、逐一市へ報告のうえ、適
宜修繕等により対応した。

▼　貸出備品については、不具合箇所発生の際には
逐一施設内で報告し、適切に修繕を行った。

▽　防災

▼　正面入口扉について、消防署に確認の上、来館者
が安全に避難できるよう鍵の形状を改修した。

▼　駐車場については、利用者への割り当てを適切に
実施するとともに、身障者スペースをより明確に区分す
るなど、円滑な車両管理を行った。

▼　外構及び緑地については、快適な空間づくりのた
め花等の植栽やプランターの設置を積極的に行った。
また近隣地域と綿密に情報交換を行い、カラスの営巣
対応や害虫駆除、雑草除去、枝の剪定などを随時実
施し、利用者や地域住民の安全確保と衛生環境の向
上に努めた。

▼　自衛消防隊を組織するほか、危機管理マニュアル
の整備を行い、警備、清掃、設備、レストラン業者ス
タッフ、また同じ建物内で業務を行っている「東まちづく
りセンター」とも一体となり、防災意識を持てるよう、10
月に防火訓練を行った。訓練では、昼間人員体制にお
ける初動、通報、避難誘導訓練を行った。

▼　3月には10月実施の反復訓練として、昼間人員体
制における初動及び、通報訓練を実施するとともに、
避難経路及び、消火器等、設置場所の確認を行った。

▼　ノロウィルス対策として、札幌市保健センターから
アドバイスを受け、館内職員で処理ができるよう、体制
を整えた。

▼　東まちづくりセンターで所管し、当館西口で提供し
ているAEDについて、使用可能時間を市民ギャラリー
常駐警備員の勤務時間（7：00～21：15）まで延長し、市
民に開放している。

　火災等発生時に
おける迅速・適切な
対応がとれるよう、
初動対応を確認す
ることができた。
　また、反復訓練を
行うことにより、利
用者の安全を確保
できるよう、引き続
き訓練を行い、ス
タッフ全員の防災意
識を高められた。
　北海道胆振東部
地震においては地
域住民の安全確保
の行動を行うなど、
日頃の訓練成果を
発揮できた。

▼　正面玄関の屋外階段で来館者の転倒事故（1件）
が発生したが、主催者（医療関係者）の協力を得て、最
善の対応を行うことができた。再発防止のため、注意
喚起のポスターを階段近くに掲示した。

　施設を安全で良
好な環境で提供で
きるよう、日々の点
検により不具合箇
所等の速やかな発
見に努め、迅速な
対応を行うことがで
きた。

▼　北海道胆振東部地震において、避難指定場所であ
る中央小学校が開設前に、市民ギャラリー施設を地域
に解放し一時避難場所の対応を行った。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）
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（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　小学校や町内会
と連携したコン
サートを開催し、
創成東地区の拠
点施設として地域
住民に親しまれる
施設づくりに努め
てたほか、子ども
向けの新規事業と
して人形劇を上演
するなどし、来場
者目標の達成に
寄与している。
　以上より、本市
の要求水準を上
回る事業が実施さ
れている。

・美術映画会
　（開催回数 10回 、総入場者数 987人)
・夏休み子ども人形劇
　（開催回数 1回、総入場者数 362人）
・ギャラリーコンサート
　（開催回数 1回、総入場者数 252人）
・春休み子ども映画会
　（開催回数 1回、総入場者数 155人）
・東地区オータムコンサート 《共催》
　（開催回数 1回、総入場者数 98人）

・教文13丁目笑劇一座 市民ギャラリー出張公演
　（開催日数 1日間、総入場者数 97人）
・手づくり作品市場
　（開催日数 1日間、総入場者数 723人）
・札幌市立中央小学校50周年記念
　笑顔のかけ橋コンサート
　（開催日数 1日間、総入場者数 370人）
・第47回 札幌文化団体協議会フェスティバル
　展示部門 《共催》
　（開催日数 3日間、総入場者数 1,137人）
・札幌圏大学生合同写真展 EX 16th
　（開催日数5日間、総入場者数325人）
・第62回 札幌市中学校美術・書道展 《共催》
　（開催日数 5日間、総入場者数 5,837人）

▽　芸術文化に関する相談業務

該当なし

・陶芸体験教室
　（開催回数 3回、総参加者数 48人）
・七宝体験教室
　（開催回数 3回、総参加者数 41人）
・冬休み子どもワークショップ
　（開催日数 1日間、総参加者数 146人）
・書っ！パフォーマンス ～大きな筆で字を書こう！
　（開催日数 1日間、総参加者数 201人）

　各種ワークショッ
プでは、施設利用
団体や財団の他事
業部と連携し、様々
な体験教室に子ど
もから大人まで幅広
く市内各地から参加
があった。書っ！パ
フォーマンスでは、
高校生書道部員に
よる集団パフォーマ
ンス披露と書道体
験指導をセットで行
い、高い関心が集
まった。
　新規事業として、
札幌を中心に全国
で公演を行う劇団に
より夏休み子ども人
形劇を開催。広報
に力を入れた効果
もあって、予想を大
幅に超える入場者
が集まり好評を博し
た。ギャラリーコン
サートでは、札幌市
民芸術祭実行委員
会の協力により、美
術作品に囲まれた
空間の中での演奏
会を開催、広く市民
に芸術に触れ親し
んでいただくことが
できたとともに、会
場整理やパンフレッ
ト配布には町内会
など地域住民の
方々にご協力をい
ただき、地域とのつ
ながりもより広げる
ことができた。
　東地区オータムコ
ンサートでは地域住
民にクラシックコン
サートの鑑賞機会
を提供、また笑顔の
かけ橋コンサートで
は、最寄の小学校
との連携をより一層
深めることができ
た。

（4）事業の計
画・実施業務

▽　芸術文化に関する学習機会の提供業務

▽　芸術文化に関する情報収集及び提供業務

▽　芸術文化に関する市民の自主活動及び交流の支援業務
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（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　展示室の稼働率
は、前年度実績・
計画値ともに下
回っているもの
の、概ね達成して
いる。総入場者数
は計画及び要求
水準を達成してい
る。
　より多くの市民
に利用をいただけ
るよう、施設の利
用状況について
情報発信に努め
ており、利用者へ
の細やかな対応
が結果につながっ
ている。
　以上より、本市
の要求水準を満
たす管理運営が
行われている。

　ホームページア
クセス件数が前年
度実績を大きく下
回っているもの
の、様々な広報媒
体を活用した事業
PRに努めている。
　また、本市の要
求水準にある、
ウェブアクセシビリ
ティの取組確認・
評価表を公開した
ほか、新たにサイ
ネージを設置する
など、来館者の利
便性向上を図った
取組を行ってい
る。
　以上より、本市
の要求水準を満
たす適切な業務
が行われている。

▼　貸館展覧会や自主事業のスケジュールを掲載した
リーフレットを20,000部作成し、市内公共施設、文化施
設、ギャラリー等に設置したほか、主催事業の際に配
布や折り込みを行った。

　主催者の高齢化
に伴う利用団体の
規模縮小等により、
使用展示室数や会
期を削減する動き
が見受けられるも
のの、利用者に対
するきめ細かい対
応及び、積極的なコ
ミュニケーションを
図ることに努めた結
果、施設の継続的
な利用につなげ、高
い利用率を維持し
ている。
　また、利用者団体
に対し、ホームペー
ジや電話等で施設
の空き情報を積極
的に周知するなどし
て、稼働率の向上
に努めた。
　さらに、利用団体
との共催によりワー
クショップなどを開
催することで、団体
の育成及び支援に
寄与することができ
た。
　入場者数について
は、震災の影響に
よる臨時休館のた
め、大規模な公募
展の開催期間が短
くなったことにより減
少したものの目標
達成できた。

　地域住民や小学
校など周辺施設、
利用団体に対する
PR活動をより積極
的に行ったほか、
Webを活用した広報
活動を充実させたこ
とにより、施設の利
用促進やイメージ
アップにつなげるこ
とができた。
　また、主催事業の
PRを新聞などに掲
載いただける機会
が増え、影響力の
ある広報により大き
な集客効果を得ら
れた。

件数（件）展示室
(第1～5)

総入場者数（人）

－

（5）施設利用
に関する業
務 H29実績 H30計画

（6）付随業務 ▽　広報業務

▼　展覧会のポスターをロビー内や最寄の地下鉄駅
（バスセンター前駅）コンコース内掲示板に随時掲示
し、近隣住民に対するＰＲを図った。

▼　マスコミ各社に対し、展覧会情報を毎月提供し、各
媒体に採り上げてもらえるよう努めた。また、催事によ
り家族連れ向け情報サイト、地域情報サイト「さっぽろ
下町まちしるべ」などに掲載を依頼し、インターネットを
利用する層に幅広くアプローチした。

▼　ホームページやツイッターのほか、フェイスブックを
活用し、情報をリアルタイムで広く提供することで、新た
な客層の獲得を目指した。
　※ホームページアクセス数
　H30：25,477件
　（参考）H29：29,261件

1,332

84.0

140,699 135,000 138,313

▽　不承認  0件、　取消し 3件、　減免 51件、　還付 0件

1,298

H30実績

▽　利用件数等

▼　館内掲示ポスター及び地下鉄バスセンター前駅構
内掲示板等によって、展示室の空き状況について周知
を図った。

▼　ホームページ等をはじめとするインターネットを活
用し、空き状況の周知等情報の拡散に即時性をもたせ
た。

▼　空き状況案内のチラシを作成し、館内に配架する
など積極的に情報提供を行った。

▼　利用予定にキャンセルや変更が発生した場合等に
は、他団体に対し、電話等において情報を提供するな
ど積極的な営業活動を展開し、広く市民に活用してい
ただくよう努めた。

▼　利用者とのコミュニケーションを積極的に図り、継
続的に利用いただけるよう努めた。

▽　利用促進の取組

件数（件）

稼働率（％）

607展示ﾎｰﾙ
(1・2)
予　備
展示室

597 －

63.4

84.8稼働率（％） 85.0

62.0 65.5
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該当なし

▼　「年齢や障がいの有無を問わず、誰にとっても分か
りやすく利用しやすいホームページの実現」を目指し、
ホームページのアクセシビリティの維持・向上に努めた
結果、ウェブコンテンツアクセシビリティ達成等級のAA
準拠を達成した。なお、ウェブアクセシビリティ取組確
認を実施し、平成31年3月15日に公開した。
▼　正面玄関ロビーにデジタルサイネージを導入し、館
内催事案内の視認性および利便性が向上した。

▽　引継ぎ業務

▼　利用者や地域住民より、地下鉄からギャラリーへ
の経路が分かり辛いと意見をいただいており、新規標
識設置の有無を含め、札幌市と改善に向け協議してい
る。
▼　主催事業PRのため、近隣マンションや併設する東
まちづくりセンターの利用者を中心に配布していた地域
住民向けチラシを、中央小学校校区内の東北地区なら
びに苗穂地区へと配布範囲を拡大し、施設や事業につ
いて積極的なＰＲを行った。

▼　近隣の学校や幼稚園に子ども映画会やワーク
ショップのチラシを持参し配布を依頼したほか、子ども
が参加しやすい主催事業を新設するなど、多くの子ど
もたちが参加できるよう周知に努めた。

12



（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　利用者の利便性
維持のため、レス
トラン事業を継続
して実施したほ
か、環境に配慮し
たゴミ袋販売、福
祉施設への業務
発注も引き続き
行っており、本市
の要求水準を満
たす運営がなされ
ている。

２　自主事業その他

▽　自主事業

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

　高齢の利用者が
多いことから、レスト
ランでは利用者
ニーズに細かく対応
できるような運営を
特に心がけている。
またレストラン事業
の継続のため、財
団管理の自動販売
機の撤去行うなど
の見直しを図った。
　制度導入から5年
目を迎えたゴミ袋の
販売については、環
境問題の観点から
利用者のゴミ持ち
帰りの意識向上を
継続して浸透させる
よう働きかけた結
果、理解を得られ、
大幅に利用が増え
た。

▼　障がい者が来館される場合には、専用駐車場への利用配慮を
実施している。

　再委託業務のほ
か、各種保守点検、
修繕業務や消耗品
等についてを市内
の企業に発注し、市
内企業等の活用に
配慮することができ
た。
また、福祉施設へ
の発注も積極的に
行った。

▼　施設の管理運営に必要な再委託業務19件及びその他の委託
業務、消耗品の購入等について、札幌市内に事業所を有する企業
に発注した。

▼　福祉施設への取組として、小規模作業所の製品の取扱を行う
「元気ショップ」サポーターに登録している。

▼　「元気ジョブ」からの情報提供を受け大型産業廃棄物の処理
や、印刷物の作成、クリーニングを福祉施設へ発注した。

▼　レストラン事業
　気軽に利用しやすい雰囲気を心掛け、低価格ながらも味にこだ
わりのあるメニューを提供した。展覧会主催団体が行う懇親会や
オープニング及びクロージングパーティー、搬入時におけるスタッ
フへの弁当提供、ギャラリー主催事業時には出演者へケータリン
グを用意するなど積極的な営業活動を行った。しかし売上不振に
より撤退を打診されており、来館者サービス低下にならないよう札
幌市と連携して対処していく。
　その他改善点や問題点等については、CS会議において意見交
換し、運営に反映させた。
　　売上高5,906千円、利用者11,625人

▼　自動販売機の設置
　利用者サービスの一環として、自動販売機を設置した。
　　売上高 1,240千円

▼　ゴミ袋の販売
　公共施設における環境問題に対する意識向上及び運営コストを
削減する目的で、利用者が排出するゴミについては、原則持ち帰り
を依頼している。
　物理的な理由等により持ち帰りが不可能な場合は、ギャラリー専
用の有料ゴミ袋を販売し、事業所ゴミとして処理している。
　　販売実績：45リットル142枚
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（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　アンケートは、本
市の要求水準で
求めている標本数
1,340人には満た
なかったものの、
手渡しにより実施
するなど、より多く
の来館者の声を
把握するよう回収
に努めている。
　来館者の声に対
し迅速に対応を行
い、利用者満足
度・接遇に対する
満足度の高水準
維持に貢献してお
り、本市の要求水
準を満たしてい
る。

　利用者の要望を
詳細に把握し、具体
的な対応及び改善
を図ることで、利用
者満足度の向上に
努めた。
　来館者アンケート
調査は、施設の状
態、職員の接客態
度、清掃等への満
足度についてスタッ
フ間で即座に共有
し、業務の改善に迅
速に対応することが
できた。
　主催者アンケート
では、主催者と綿密
に打合せを重ね、
丁重な対応を心が
けた結果、高評価を
得ることができ、更
なる主催者と職員と
の信頼関係を構築
できた。
　主催事業のアン
ケート調査では、具
体的な意見や感想
を得ることができ、
営業活動や事業内
容の改善に役立て
た。

結果概
要

　施設に対する総合的な満足度は90.5％、職員の接遇
も97.1％（「とても良い」、「良い」、「普通」の合計」）と、
全体的に良い評価をいただいた。（詳細は別紙のとお
り）
　アンケート結果については、取りまとめて考察し、迅
速かつ的確に対応し改善に努めたほか、運営協議会
にて報告を行い、円滑な施設運営に活用した。

別紙のとおり利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

通年（平成30年4月～31年3月）

来館者：1階ロビーに通年配置
回答者：58人

主催者：直接配布
回答者：29団体

主催事業参加者：直接配布
回答者：905人
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（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　収入について
は、震災の影響に
より利用料金収入
が計画比減となっ
ているものの、支
出については、節
電等の経費削減
に努め、計画比で
大幅な支出減に
繋げていることに
加え、案内版を導
入するなど、来館
者サービスの向
上を図っている。
　以上より、計画
比で収支改善して
おり、本市の要求
水準を満たす管
理運営が行われ
ている

▼　各条例の規定に則り、全て適切に対応した。

▼　情報公開請求はなかった。

▼　オンブズマンについては、案件は生じなかった。

▼　暴力団関係については、案件は生じなかった。

　当団体の財務状況等は、債務超過、累積欠損の状態になく、自
己資本比率が50％以上等のため、経営の健全性が保たれており、
安定経営能力が維持されている。

▼指定管理業務支出は委託費の増加分を光熱水費の削減や軽
微修繕は直営（職員）で行うなど、経費節減に努めた結果、2,203千
円の減少となった。
　なお、1階ロビーにデジタルサイネージ案内を導入するなど、来館
者サービスの向上を図ると共に、喫茶給湯器更新など合計1,569
千円の資産増加分を札幌市に寄付している。

４　収支状況

73,600 74,027 427

利用料金 20,000 19,487 ▲ 513

指定管理費

27

指定管理業務収入 93,690 93,649 ▲ 41

収入 95,410 95,437

▽　収支

項目 H30年度計画 H30年度決算 差（決算-計画）

（千円）

　収入面において
は、利用料収入に
ついて、主催者の
高齢化に伴う利用
団体の規模縮小等
により、使用展示室
数や会期を削減す
るなど使用料を控え
る傾向にあるため、
空室の効果的な利
用促進に努めた。
　支出面では、委託
費が増加したもの
の継続実施してい
る節電の推進等に
よる光熱水費の抑
制及び効率的な修
繕の実施等による
経費削減に努めた
結果、計画より約
2,310千円の減少と
することができた。

自主事業支出 2,118 2,011 ▲ 107

収入-支出 ▲ 500 1,837 2,337

0

利益還元 0

法人税等

その他 90 135 45

自主事業収入 1,720 1,788 68

指定管理業務支出 93,792 91,589 ▲ 2,203

支出 95,910 93,600 ▲ 2,310

純利益 ▲ 500 1,837 2,337

▽　説明

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▼北海道胆振東部地震を起因し、利用料金収入は微減、指定管
理費は微増。

▼自主事業収入は自動販売機設置台数減により微増に留まり、支
出は、財団中期予算計画による500千円の計画増に対し、中央小
学校連携事業実施において、他事業部の協力を得るなど、効率的
な支出に努めた結果、▲107千円の差額となった。
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（別紙１）

Ⅲ　総合評価

　全体的に本市の要求水準を満たしており、適切な運営
が行われている。
　施設・設備等の維持については、法令を遵守し、適切
に管理されているほか、利用者の利便性の向上を図る
備品の調達等を行っている。
　主催事業では、学校や町内会など地域団体と連携した
事業を継続して実施し、新規事業を行うことで入場者数
の計画を達成している。貸館事業については、公平性を
確保しつつ、利用者へのきめ細やかな対応により使用
の時期を調整するなど、稼働率の維持・向上に努めてい
る。
　収支については、節電等、環境に配慮した取組を積極
的に行い経費削減に努めた結果、計画比で大幅に収支
改善している点が評価できる。

　今後も、創成東地区における文化芸術発信の拠点施
設として、地域団体と連携した事業を実施していくこと。
　市民の作品発表の中心的役割を担う施設として機能
するよう、引き続き施設・設備等の維持管理を適切に行
うこと。
　今後も高い施設稼働率を維持し、利用料金収入の増
加を図るため、施設のPRや利用者サービスの提供に努
めること。
　また、経理関係の事務、管理監督者の役割及び意識
の徹底、適切なサイクルでの配置転換、コンプライアンス
研修の実施といった取組状況の報告については、引き
続き行うこと。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

　利用者及び来館者の安全を第一に環境整備、修繕な
どを行うとともに、利用者目線に立ち返り、対話（コミュニ
ケーション）する機会を増やすとともに、アンケートなどの
意見を元に札幌市と連携し設備改修を行うなど、利用
者、来館者が安全快適に施設を利用できるよう維持管
理に努めた。
　また、貸館利用率が高水準で安定する中、少ない空き
室を有効活用した主催事業では、市内の若手団体や、
利用者団体、町内会、近隣小学校及び財団の他施設と
の連携を図った各種事業に取り組み、広報範囲を広げ
ることで幅広い層にアピールすることができた。
　地域の関係においては、まちづくりセンターと連携し、
合築マンションとの協議会を数十年ぶりに再開し、合同
防災訓練の実施に向けた調整や地域のイベントに参加
するなど、近隣地域を意識した関係づくりの構築に努め
た。

　地域における芸術文化の拠点として、一層利用しやす
く、来館者満足度の高い施設づくりを目指し、運営協議
会委員、利用者との対話、来館者アンケート、類似団体
の取組など、外部の意見や動向を参考に利用者ニーズ
の把握に努める。
　さらなる利用促進のため、インターネット等によるＰＲを
強化するなど新規利用者に対するより積極的な広報活
動を重ねていく。
　施設維持管理については、日々の点検を積み重ね、利
用者の安全を第一に考え、札幌市と協議、連携を図りな
がら施設の的確な状況把握に努めていく。
　また、地区会館及びまちづくりセンターとの複合施設で
あることを十分に意識し、来館者、地域住民及び各担当
者による十分な協議のもと、施設の管理運営を堅実に
行っていく。
　ハード面はもちろんのことソフト面についてもより充実さ
せるべく、常駐業者を含めた施設のスタッフ全員が、改
めて丁寧・親切な対応を心掛けるとともに、お客様の声
に耳を傾け、より一層市民に親しまれる施設を目指す。
　主催事業については、次世代をはじめ広く市民に芸術
に親しんでいただく目的で、財団他施設や市内の芸術文
化団体との連携を深めながら、「芸術文化財団ならでは」
の企画やＰＲを行うとともに、地域住民及び近隣教育機
関との関係を一層重視し、地域コミュニティの拠点と成り
得るよう、魅力的な事業を実施していく。
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札幌市民ギャラリー

道外 国外

987

97

235

362 ●

723

252

370 ●

201 ●

155

1,137

5,837

98

入場（館）者数参加者数 新規
道外開催事業

①市民ギャラリー美術映画会

②教文１３丁目笑劇一座出張公演～一縁を笑うものは、一縁に泣く！～

③市民ギャラリーワークショップ

④夏休み子ども人形劇  ねじまきロボットα～いたずらずきの、わすれんぼ

⑪第６２回  札幌市中学校美術・書道展

⑫１０ 万人のクラシックライブ×東地区オータムコンサート
～クラシックライブ２０１８～

⑤市民ギャラリー手づくり作品市場

⑥市民ギャラリーコンサート

⑦札幌市立中央小学校５０周年記念  笑顔のかけ橋コンサート

⑧書っ！パフォーマンス～大きな筆で字を書こう！

⑨春休み子ども映画会

⑩第４７回  札幌文化団体協議会フェスティバル展示部門



利用者アンケートの結果

来館者アンケート
実施方法 期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

市民ギャラリー1階レストラン前にアンケート用紙と回収箱を設置

58名から回答　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

来館の目的 展覧会の観覧  47名／展覧会主催者・スタッフ  3名／その他（美術映画会 等） 7名

展示の情報源
ホームページ    6名／ギャラリー発行の広告物 5名／新聞・テレビ 8名／
展覧会主催者  11名／その他（友人・知人の紹介、学校からの案内 等）  26名

館内の清潔感・雰囲気 とても良い 28名／良い  23名／普通   5名／あまり良くない  0名／良くない  0名

施設・敷地内の表示や
サインのわかりやすさ

とても良い 21名／良い  23名／普通   10名／あまり良くない  1名／良くない  1名

職員の対応 とても良い　27名／良い　14名／普通　11名／あまり良くない　0名／良くない　0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い　21名／良い　19名／普通　11名／あまり良くない　3名／良くない　1名

利用頻度
初めて　12名／年に2～3度位　30名／月に1度位　6名／週に1度位　0名／
その他（年に1回、イベントごとに 等）9名

結果概要

利用者か
らの意見・
要望とその
対応
(抜粋)

・行き届いた清潔感。
・いつもワクワク、楽しい。
・半紙や墨を購入したいので作品に詳細を明記してほしい。
・スマホと連携して、詳細がわかる仕組みを導入してほしい。
・書道体験などをすれば、外国人や子どもも来ると思う。
・かいてきですずしい
・ばしょがわかりやすかった
・じはんきがたくさんあって、良いと思った。
・広くて歩きやすい
・オシャレ
・スタイリッシュでせんれんされていた
・喫茶店17：00頃まで営業してほしい
・スタンプのインクがやたら伸びる・・・
・展示室のかいだんの場所がわかりにくかった。
・第一展示室に不快な音がする。なんとかしてほしい。
・鑑賞時、役員の立ち話等耳障りでした
・静かにゆっくり観ることができた。
・展示が新鮮で見やすかったです。
・ふだんはあまり歩行できないのですが、全作品みせていただき感動を持ち帰ります。
・とってもよかったです。
・今日は、とても作品に触れて感動いたしました。準備等いつもおつかれさまです。本当にどうもありがとうございました。
・こどもの本がないからおいてほしい。

【対応】
・展覧会についてのご意見、要望は随時展覧会主催者に報告し、必要に応じて助言するなどしている。
・現在のところスマートフォンと連携した情報提供の仕組みはないが、ホームページ・フェイスブックなどインターネットによる情報
提供をより積極的に行っていく。
・今年度主催事業では、書道体験として「書っ！パフォーマンス」を開催。地元高校の書道部の生徒による身体表現を交えた書
の実演とともに、部員の指導のもと書初め教室を行うなど、幅広い方々に楽しんでいただくことができた。
・主なご意見、ご指摘については、施設運営協議会やCS会議などで報告・検討し対応している。
・施設設備に関するご意見については、設備及び清掃スタッフ等と即時対応している。
・館内カフェについてご意見等については、随時カフェに報告し改善要求するなどしている。
・お褒めの言葉にも満足することなく、さらに安心・安全で快適な環境を提供できるよう、職員一同日常より意識付けしている。
・館内図書スペースについては、場所が限られていることから、展覧会図録等資料を閲覧できる程度に留めている。



利用者アンケートの結果

主催者アンケート
実施方法 期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度の利用団体（主催事業除く）一団体につき1枚配布

106団体のうち29団体から回答（未回答あり）

利用の決め手 ホームページ  1名／継続的に利用  27名／知人の勧め　1名／その他  1名

受付や料金支払の利便性 とても良い 7名／良い 15名／普通  7名／あまり良くない  0名／良くない   0名

館内の清潔感・雰囲気 とても良い 15名／良い 10名／普通   3名／あまり良くない   0名／良くない  1名

施設・敷地内の表示や
サインのわかりやすさ

とても良い 8名／良い 14名／普通   7名／あまり良くない   0名／良くない  0名

職員の対応 とても良い 18名／良い  11名／普通　 0名／あまり良くない　0名／良くない　0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い 13名／良い  14名／普通　 2名／あまり良くない　0名／良くない　0名

利用者か
らの意見・
要望とその
対応
(抜粋)

結果概要

・テーブルの搬入搬出など、いつもお手伝いいただき大変助かります。ありがとうございました。
・受付カウンター、案内板が新しくて良い。
・3日間ありがとうございました。
・押しピンの曲がっているなど不良なものが多い。
・展示台等の搬出入は、作業を手伝ってくれて助かります。
・展示作品の電気使用料は高いと思います。価格の見直しを願います。現在500W→150円/日ですが、作品に使用する電灯はせいぜい50W
以下と思われますので、50W→15円/日になりますが、少なくとも1/3で50円/日程度が良いと思います。
・毎年利用させていただいているのでとてもありがたいです。
・以前より職員の皆さんの親切さを感じました。車の駐車関係はもう少し余裕がほしいです。大変ありがとうございました。
・床のキズが目立つ。エアコンの音が不快との指摘あり。
・予期せぬ自然災害にみまわれ、普段経験できない事を経験することになりました。ギャラリーさんの職員の皆様、スタッフの方々には、大変
おせわになりました。再開催のため尽力していただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
・有りがとうございました。
・12月16日最終日　展示会場が4時から長時間市民芸術祭書の部の作業場にされたのは不満だ。奴らに何の権利があるというのだ。
・毎年お世話になっております。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

【対応】
・搬入および搬出日に限らずこまめに館内巡回を行い、利用者と意思疎通を図るよう職員一同心がけている。
・押しピン（掲示用画鋲）含め、掲示に必要な物品はお客様自身でのご用意をお願いしている。館内にも若干の備えはあるが、あくまで予備
分であることをご理解いただくよう伝えており、不良な物は選別して回収処分している。
・電気料金（持込器具代）については、過去何件かの要望がある。ご意見のあった団体は例年電源を必要とする作品が多く、物件利用料が
高額になったためと考えているが、今後調査研究をしていく。
・業務用駐車場は広くなく台数が限られており、貸展示室毎に規定の使用可能台数を守っていただくようご協力をお願いしている。
・施設設備に関するご意見については、設備及び清掃スタッフ等と即時対応している。
・搬出時間の相違から、先に終了した団体の作品搬出経路と展示会場の一部が被ってしまった展示ホール2の利用者からの不満について
は、相手方主催者にお伝えし、次回以降ご配慮をお願いした。



利用者アンケートの結果

美術映画会アンケート

　期間 通年（全10回）

実施方法 「美術映画会」入場者にアンケート用紙を配布

性別 男　　193名　　　　　女　　193名

年齢
10代　1名／20代　1名／30代　6名／40代　4名／50代　32名／60代　136名／70代　210名／
80代以上　81名

住まい
中央区　177名／北区　28名／東区　64名／白石区　71名／厚別区　21名／豊平区　34名／
清田区　21名／南区　30名／西区　26名／手稲区　8名／市外　3名（江別市、美唄市、大阪府）

結果概要

知ったきっかけ
美術映画会のチラシ　190名／展覧会のご案内（市民ギャラリー発行）　96名／広報さっぽろ　68名
前回の美術映画会に参加して　125名／市民ギャラリーブログ　20名／Twitter　2名／facebook　3名／
新聞　56名／その他　26名（友人・知人から誘われて、地下鉄バスセンター前駅地下通路ポスター 等）

交通手段
徒歩　167名／自転車　33名／地下鉄　241名／バス　111名／ＪＲ　9名／自家用車　15名／市電　5名／そ
の他5名

来場回数
初めて　108名／年1回　10名／年2回　36名／年3回　59名／年4回　37名／年5回　40名／年6回以上　35名
毎回　158名

上映時間 長い　17名／ちょうどよい　432名／短い　29名

今後上映してほしい
映画の内容

日本の美術作品、日本画、日本の浮世絵、ロシア、アメリカの画家の作品、中国の画家の作品、印象派のも
の、画家に特化した映画作品、西洋の神話を題材にした美術

その他の催事への
興味(※1)

興味がある　43名／ややそう思う　20名／何とも言えない　6名／そうでもない　0名／興味ない　1名

職員の対応 とても良い 189名／良い  249名／普通　48名／あまり良くない　0名／良くない　0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い 112名／良い  196名／普通　 126名／あまり良くない　18名／良くない　6名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

来場者計987名のうち490名から回答
　　※1）その他の催事への興味は年度途中から組み込んだため名の回答

・椅子の間隔が狭すぎて隣の人の体が当たる、結ばずに間を空けて並べてほしい
・前の人の頭で画の題名が読めない、イスの置き方を考えてほしい
・映像がスクリーンのもっとギリギリまで上に映るようにしてほしい・初めてきましたが、とても良かったです。もっと頻回に上映があると嬉しいです
・開場をもっと早くできないか。立って並んで待っているので、状況を見て早くすべき。
・他では見られない映画で大変良いと思います。
・とにかく音がおおきすぎ　うるさい
・今回新たに鑑賞できた絵に新たな感動を呼び、大変有意義な一刻であったと思います。
・一品ずつ簡単な説明があるので面白かった。是非また来たい。
・冷房がききすぎていて寒かったです。体を動かさない為きつかったです。
・来る度に楽しくみさせて頂き、新しい発見があります
・とても良かったです。色々、わかりやすく説明もあり、ためになりました
・世界の一級品を映像で観れ大変良かったです

【対応】
・椅子の連結については消防法上定められており、バラバラに置くことはできないことから、ご理解いただくよう呼びかけている。
・「展示室」という性質上、客席に段がついていないため、映像をできるだけ上方に投影するよう工夫し、少しでも見やすくするため椅子の配置を
　交互にしている。なお客席の左右については、消防法上座席の連結が義務付けられており、間隔をあけることができないことから、前後の間隔を
　広めにとることで前列の人の影響を少なくしている。また、後方の方が見づらくなることがあるため、帽子等は外すよう声がけした。
・当日になって急に開場時間を変更することは「早く開くと知っていたらもっと早く来たのに」といった別な苦情を生むため、時間を守っている。
・音の大きさについては、上映前に必ず試写を行い、大きすぎず小さすぎず、後方の席でも問題なく聴こえるよう調整している。そのため、最前方はや
や音が大きめに聞こえる傾向がある。
・室温に関しては設備担当と連携し調整に努めている。



利用者アンケートの結果

教文13丁目笑劇一座市民ギャラリー出張公演アンケート

 開催日 平成30年7月15日(日)

実施方法 入場者にアンケート用紙を配布

入場者97名のうち9名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 知ったきっかけ

知人の紹介　6名／ポスター 0名／チラシ 1名(ちえりあ)／展覧会のご案内（市民ギャラリー発行）
1名
広報さっぽろ　0名／市民ギャラリーホームページ  0名／新聞　1名
市民ギャラリーに来てから知った 1名／その他　0名

満足度 大変良かった　4名／良かった　5名／普通　0名／あまり良くなかった　0名／良くなかった　0名

職員の対応 大変良かった　3名／良かった　5名／普通　1名／あまり良くなかった　0名／良くなかった　0名

施設・サービス 大変良かった　2名／良かった　5名／普通　1名／あまり良くなかった　0名／良くなかった　0名

これまでに教文１３丁目一
座を鑑賞したことがあるか

以前にもある　5名／今回1回目　0名／今回2回目　1名／今回3回目　2名／今回4回目以上　2名
知っていたが初めて　1名／今回まで知らなかった　3名

どこから来たか
中央区　1名／豊平区　1名／北区　0名／清田区　0名／東区　0名／南区　0名／白石区　1名
西区　2名／厚別区　2名／手稲区　2名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

・楽しいひとときを有難うございました。
・最初のアムウェイの話は、別の目的の集まりかとチョッと引きました
・心暖まる時間でしたし皆様実に個性豊かで面白い！！一生けん命ですばらしい時間を感動致しました。有難うございました
・笑いと感動　バラエティーにとんであきることがありませんでした

【対応】
・内容や進行についてのご意見やご感想は、次回公演に生かすため、速やかに一座の代表に伝えた。



利用者アンケートの結果

陶芸体験教室

 開催日 平成30年7月20日（金）・21日(土)

実施方法

参加者48名のうち46名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 性別 男　7名　　　　　女　39名

年齢
9歳以下 4名／10代　1名／20代　3名／30代　7名／40代　8名／50代　9名／60代　9名
70歳以上 4名

住まい
中央区　19名／北区　5名／東区　6名／白石区　4名／厚別区　0名／豊平区　3名／清田区　0名／
南区　0名／西区　4名／手稲区　1名／
市外　4名（江別）

交通手段
徒歩　18名／自転車　6名／地下鉄　21名／市電　1名／バス　3名／ＪＲ　2名
自家用車　2名／その他　2名(タクシー)

知ったきっかけ

展覧会のご案内（市民ギャラリー発行） 4名／ブログ 4名／Twitter 4名／facebook 4名
札幌市からのお知らせ(冊子)　7名／チラシ　11名／ポスター　11名／子どもの学びガイド　1名
北海道陶芸会より　1名／町内会のお知らせ　0名／学校からのお知らせ　4名／友人、知人から　6名
その他　9名(北海道新聞、家族、さっぽろ１０区、三越ギャラリー)

満足度 満足　32名／楽しかった　8名／なんとも言えない　1名／やや物足りない　1名／不満　0名

職員の対応 大変良かった　36名／良かった　7名／普通　0名／あまり良くなかった　0名／良くなかった　1名

施設・サービス 大変良かった　29名／良かった　12名／普通　2名／あまり良くなかった　0名／良くなかった　1名

今後参加したい
ワークショップ

七宝、アイヌ刺繍、ドライフラワー、アクセサリー、インテリア（小物）、ガラス細工、ビードロ作り、料理系のワー
クショップ、陶芸、読み聞かせの講習会、小学低学年も参加出来るもの　など

意見・要望
とその対応
(抜粋)

参加者にアンケート用紙を配布

・わかりやすく、親切にご指導、励まし良かったです。
・親せつな指導で楽しかったです
・先生の丁寧な指導で思いの他うまく出来ました
・初めての陶芸でしたが、とても楽しくできました。スタッフの方の対応もとても良かったです。
・あまり体験していなかったので大変良かった（日頃から関心があるものの、チャンスがなくあきらめていました  今後もぜひやってみたいと思いました）
・とても楽しく体験できました。完成が楽しみです。料理の盛りつけをはやくやってみたいです。
・いくつかパターンを紹介してもらったので作るもののイメージがわいた
・初めての体験でしたが、楽しかったです。又、このような機会がありましたら体験したいです。
・手洗いするところがあるとよかった
・スタッフが2人しかいないので思うようにアドバイスが受けられなかった。時間だけが過ぎた。

【対応】
・北海道陶芸協会の協力により指導・内容ともに充実したワークショップを行っており、受講者の満足度が高く、今後も参加したいとの意見が多い。
　引き続き協力して開催していきたい。
・内容についてのご意見やご感想は、次回に生かすため、速やかに協会に伝えた。



利用者アンケートの結果

七宝体験教室

 開催日 平成30年8月24日（金）・25日(土)

実施方法

参加者41名のうち39名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 性別 男　2名　　　　　女　37名

年齢 9歳以下　7名／10代　4名／20代　1名／30代　1名／40代　9名／50代　6名／60代　8名／70歳以上　3名

住まい
中央区　14名／北区　3名／東区　0名／白石区　2名／厚別区　8名／豊平区　3名／清田区　0名／
南区　3名／西区　2名／手稲区　1名／
市外　2名（江別、苫小牧,）

交通手段
徒歩　9名／自転車　2名／地下鉄　19名／市電　0名／バス　8名／ＪＲ　1名
自家用車　7名／その他　2名(タクシー、営業者)

知ったきっかけ
展覧会のご案内（市民ギャラリー発行）　11名／市民ギャラリーSNSなど 0名／チラシ 1名
ポスター 3名／広報さっぽろ　7名／北海道七宝作家協会より　0名／友人・知人から　9名
その他　7名（ボタニカルアート展にて見学のとき、母から）

満足度 満足　30名／良い　9名／普通　0名／やや物足りない　0名／不満　0名

職員の対応 満足　29名／良い　9名／普通　0名／やや物足りない　0名／不満　0名

設備・サービス 満足　29名／良い　9名／普通　0名／やや物足りない　0名／不満　0名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

参加者にアンケート用紙を配布

・思っていったよりステキなブローチができました。ご指導ありがとうございました。 すご～く集中しました！
・「奥深い芸術」と思います。楽しく自分（オリジナル）の品に大満足です。
・先生方のサポートが自分の自信につなあるようにアドバイスして下さりよかったです　温かいふんいきで和みました　又作ってみたいです
・（焼き上がりの）イメージ通りに行くまで難しかった。
・またきたいと思いました。子供が段々（3回目）と挑戦していくので、楽しみです。
・子どもがやりたがったので参加しましたが、展示作品を見て多彩な表現に驚きました。油彩のようなタッチや銀箔のものなど、七宝のイメージががらっ
と変わりました。とても素敵でした！
・制作途中のものをこの組み合わせはセンスがよくないと批判されているところをみて少しがっかりしました
・初めてやってみて、何度かやいたりいろいろな色をつかいかわいくできあがり、またやってみたいと思いました。
・不透明のものではなく、透明なもの、アルミ箔や銀箔なども使ってみたかったです。

【対応】
・北海道七宝作家協会の協力により指導・内容ともに充実したワークショップを行っており、受講者の満足度が高く、今後も参加したいとの意見が多
い。引き続き協力して開催していきたい。
・内容についてのご意見やご感想は、次回に生かすため、速やかに協会に伝えた。
・使用する材料については、初心者でも失敗しにくくきれいに仕上がるものを厳選して用意している。



利用者アンケートの結果

冬休み子どもワークショップ

 開催日 平成31年1月10日(金)

実施方法

参加者146名のうち4名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 性別 男　1名　　　　　女　3名

年齢
5歳以下 1名／6歳 0名／7歳 2名／8歳 1名／9歳　0名／10歳　0名／11歳 0名
12歳　0名／13歳以上　0名

住まい
中央区　1名／北区　0名／東区　0名／白石区　0名／厚別区　0名／豊平区　0名／清田区　0名／
南区　0名／西区　2名／手稲区　0名／
市外　1名

交通手段 徒歩　0名／自転車　0名／地下鉄　4名／バス　2名／ＪＲ　0名／自家用車　0名／その他　0名

知ったきっかけ
ポスター　0名／チラシ　1名／展覧会のご案内(市民ギャラリー発行)　0名／広報さっぽろ　2名
新聞　0名／ともだちにきいて　0名／市民ギャラリーのホームページなど　1名
イベント情報サイト　0名／そのほか　0名

作ってみてどうか
よかった、楽しかった　4名／まあまあよかった　0名／あまりよくなかった　0名／よくなかった、楽しくなかった
0名

何を作ったか
陶芸・お皿に絵付け　0名／切り裂きコースター　2名／寄せ木のストラップづくり　2名
版画・ぺたぺたステンシル　0名／七宝焼きブローチ　1名／オリジナル缶バッジ　0名

他のイベントや展覧会
にいってみたいか

そうおもう　3名／ちょっとそうおもう　0名／わからない　1名／そうでもない　0名／きょうみがない　0名

満足度 楽しかった　12名／まあまあよかった 2名／あまりよくなかった 0名／楽しくなかった 0名

職員の対応 とても良い 3名／良い  0名／普通　1名／あまり良くない　0名／良くない　0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い 3名／良い  0名／普通　1名／あまり良くない　0名／良くない　0名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

参加者にアンケート用紙を配布

・おもしろかったです
・むずかしかったけど、たのしかった
・たのしかったです
・楽しかったです。上手に出来た。

【対応】
・芸術の森クラフト工房の協力により指導、内容ともに充実したワークショップを行っており、冬休みの自由研究にするなど受講者の満足度が高く、今
後も参加したいとの意見が多い。引き続き協力して開催していきたい。



利用者アンケートの結果

子ども人形劇

 開催日 平成30年8月15日

実施方法

入場者362名のうち73名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 性別 男性　24名　　　　　女性　50名

年齢
0～5歳　33名／6歳　9名／7歳　8名／8歳　4名／9歳　2名／10歳　4名／11歳　4名／12歳　2名／13歳以上
6名

住まい
中央区　18名／北区　10名／東区　4名／白石区　9名／厚別区　2名／豊平区　12名／清田区　0名／
南区　3名／西区　3名／手稲区　5名／
市外　7名（小樽、江別、千葉県柏市、東京都豊島区）

知ったきっかけ
チラシ　13名／ギャラリーリーフレット　2名／札幌市からのお知らせ　10名
子どもの学びガイド(ちえりあ発行)　0名／新聞・フリーペーパー　21名／友達から　8名
市民ギャラリーブログ・ツイッターなど　6名／その他のインターネット　13名／その他　3名

来館手段
徒歩　8名／自転車　0名／地下鉄　17名／バス　2名／ＪＲ　1名／市電　1名／自家用車　43名／その他　2
名

内容について よかった、楽しかった　67名／まあまあよかった　6名／あまりよくなかった　1名／よくなかった、楽しくなかった　0名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

入場者 にアンケート用紙を配布

・子どもにとってはじめての人形劇でした。応援したり一緒に踊るなど、楽しかったようです。
・レベル的に子どもが楽しめるか不安でしたが、子どもがとても喜んでくれ、来てよかったです。
・小さい子から大きい子まで入れる内容で、新作も見たくなりました。
・今まで見たものの中で最高でした。子どもも飽きずに食いついていました！
・とても工夫されていておもしろかったです。３歳の孫も喜んでいました。わすれんぼうというテーマもいいですね。
・大変活き活きと演技されていて楽しかったです。
・市民ギャラリーには初めて来ましたが、とても良かったです。
・雨でしたが（屋内イベントだったので）良かったです。定期的に行って欲しい。
・おともだちがふえる。そしてなかよくあそぶ。
・お三方のメリハリが良かった。素晴らしい。
・声が大きく響いたりマイクが入っていなかったり、うまく聞こえてこなかった。
・後ろの方だと見えにくく、音も聞こえにくかったため、集中できていない子どもも多かった。
・声が響いて聞こえにくかったのが残念。人形、演出は素晴らしかったです。
・付き添いの大人の頭で見えなかったので、今度は子どものみで座れる席を設けてほしい。

【対応】
・内容についてのご意見やご感想は、次回に生かすため、速やかに劇団に伝えた。
・来場者が予想以上に多かったため不足してしまったが、ステージ前の客席最前方には、小さな子ども専用のマット席を広く設けていた。



利用者アンケートの結果

手づくり作品市場2018出展者アンケート

 開催日 平成30年8月19日(日)　　※来場者数 723名

実施方法 出店1店舗につきアンケート用紙1枚配布

25店のうち19店から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 出店回数 初めて 10店／2回以上　9店

知ったきっかけ
過去に出店したことがある 7店／展覧会リーフレット 1店／ギャラリーのホームページ 3店
当館発行のチラシ 1店／インターネット(ツイッター・フェイスブック・検索　他)　7店／友人・知人から
6店　　広報さっぽろ　5店／その他 0店(iさっぽろ)

手づくり作品市場以外
への出店

ない　3名／ある　16名(札幌モノヴィレッジ、チカホ、ライラック祭り　など)

販売対応の人数 1人　8店／2人(交代含む)　8店／それ以上　3店

来客数（にぎわい） 良かった 4店／どちらともいえない 5店／良くなかった 10店

お客様の反応 良かった 10店／どちらともいえない 8店／良くなかった 1店

商品の売れ行き 良かった 5店／どちらともいえない 3店／良くなかった 11店

今後の参加の有無 参加したい 19店／どちらともいえない 0店／参加しない 0店

職員の対応 とても良い 13名／良い 5名／普通 1名／あまり良くない　0名／良くない　0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い 11名／良い 5名／普通 3名／あまり良くない 0名／良くない 0名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

・短い時間で中身の濃いイベントでした。ありがとうございました。
・カフェの方も優しくして頂きありがとうございます。今度食事に行きたいです。
・また来年もこのイベントがありましたら、参加できたらと思いました。
・お湯のポッドを用意して頂き、素敵なお心遣いと思いました。テーブル・イスの貸出も助かりました。
・入り口、ロビーに出店でき皆さんが見てくださっていましたのでとても良かったです。
・毎年楽しみにしております。職員の皆様も親切にしてくださって本当にありがとうございました。
・出店料が無いので安価で売ることが出来ました。ありがとうございました。
・月1回くらいハンドメイド市を開催してほしい。
・第3展示室の中の配置が、お客様にとって見やすかったと思います。
・開催時間があと一時間くらい長くても良かったと思います。
・会場が少し肌寒かったです。
・第3展示室への案内がわかりにくく、来客から探したと言われました。今年はお客様が少なかったです。
・簡単な体験イベントも出来たら、お子さんの夏休みの思い出にもなって活気づいたのではと思いました。

【対応】
・一人での出店者もいることから、会場の一画に出店者専用の簡易休憩スペースと湯沸しポットを設置したところ好評だった。
・イベント終了時間については、遅くすると他の展覧会の搬出に影響することから、現在の時間帯を維持したい。
・室温に関しては設備担当と連携し調整に努めている。
・様々な客層の集客アップのため、開催時期は、各ワークショップ開催でも賑わう「札幌文化団体協議会フェスティバル」や、子どもの来場
が見込める「児童動物画コンクール」が行われる8月の週末に開催した。SNS等を利用して積極的に情報配信しているが、出店者自身の
協力も不可欠。集客のためもっと連携したい。
・事前に他の出店者情報が欲しいとの声を受け、今回から事前に資料を配布したところ、特にご意見等なし。
・前年度に引続き周辺の有料駐車場マップを作成して出店案内に添えたところ、今回も特に搬出入のトラブル等なし。



利用者アンケートの結果

市民ギャラリー ウインターコンサート

開催日 平成30年12月15日(土) 

実施方法 入場者にアンケート用紙を配布

入場者252名のうち101名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

性別 男　　35名　　　　　女　　60名

年齢
19歳以下　2名／20代　6名／30代　3名／40代　6名／50代　10名／60代　30名／70代　36名／
80歳以上　8名

住まい
中央区 13名／北区 6名／東区 11名／白石区 11名／厚別区 3名／豊平区 7名／清田区 0名／
南区 10名／西区 10名／手稲区 8名／
市外 3名（江別、小樽、旭川）／北海道外　0名

来館頻度 初めて　27名／数年に1回　24名／年に1～2回　23名／年に3～5回　18名／年に6回以上　8名

結果概要

知ったきっかけ

展覧会のご案内（市民ギャラリー発行）　11名／コンサートのチラシ 25名
「市民美術・書道展」のチラシ 10名／広報さっぽろ 9名／「らく」（教育文化会館発行） 1名
市民ギャラリー館内 6名／市民ギャラリーのホームページ等 2名／新聞 23名／知人から聞いて 15名
他コンサートの折込チラシ 9名／その他　10名（出演者から、地下鉄の掲示板、回覧板、発寒イオンのイベン

演奏時間 長い　0名／ちょうどよい　93名／短い　7名

内容全般 とても良い 61名／良い　36名／普通  1名／やや不満 2名／不満 0名

職員の対応 とても良い 37名／良い　55名／普通  9名／やや不満 0名／不満 0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い 21名／良い　57名／普通 19名／やや不満 2名／不満 0名

他の催事への興味 興味がある　51名／ややそう思う　37名／どちらでもない　8名／そうでもない　1名／興味ない　2名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

・フルートがとてもきれいですね　習ってみたくなりました。4人の美しいエンジェルにおあいでき楽しい時間でした。
・当ギャラリーのconcertは初参加。年数回開催してほしい。ジャンルは何でも良いが、ポピュラー、クラシックを希望する。
・ジャズピアノ、バイオリン等の演奏も聞いてみたいと思います
・素敵なアンサンブル、素敵な音色。会場も音をサポートしているような。
・このようなコンサートがたびたびあり生の音楽にふれることができるとありがたいです。又良い企画を期待しています。
・フルートが大好きで満足！少額でも入場料の支払を。
・心豊かな時間が持てて、良かったです。
・アルトの音など、フルートのみのコンサートもおもしろいと思った。
・途中休けい（水をのむ時間など）あると演奏者が楽ではないかと思ったりしました。ありがとうございました。
・後方の話し声や雑音が気になりました（最初の2～3曲のとき）
・終演時間も書いておいて下さい

【対応】
・コンサートについての感想は、速やかに出演者に伝えた。
・本来は展覧会を行う『展示室』として貸出していること、また入場無料で行っており、経費の面からも回数を増やすことは難しい。
・コンサート内容については、展示会場の雰囲気を損なわないジャンル、曲目で皆様に楽しんでいただきたい。
・展覧会会場の一部でコンサートを行うことから、演奏中も入退場自由のため、展覧会目的で観覧に来た来場者の行動は制限できない。話し声等が
大きな場合は適宜声掛けを行っている。
・終演予定時間については、チラシ、ポスターともに明記している。



利用者アンケートの結果

笑顔の架け橋コンサート

 開催日 平成30年12月27日(水)

実施方法

入場者370名のうち77名(展示のみ24名、コンサート53名)から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 性別 男性　40名　　　　　女性　87名

年齢 未就学児童　2名／低学年　14名／高学年　13名／中高生　1名／大人　48名／中央小学校の児童　15名

情報入手の経路
チラシ(中央小学校)　22名／チラシ(町内会配布)　2名／チラシ(その他施設)　22名
チラシ(他劇場折込)　2名／新聞・フリーペーパー　10名／インターネット　6名／知人・そのほか　13名

作品展示の満足度 とてもよい　46名／よい　21名／ふつう　10名／あまりよくない　0名／よくない　0名

コンサートの満足度 とてもよい　44名／よい　7名／ふつう　2名／あまりよくない　0名／よくない　0名

住まい
中央区　44名／北区　5名／東区　12名／白石区　5名／厚別区　4名／豊平区　4名／清田区　0名／
南区　0名／西区　1名／手稲区　2名／市外　0名

来館手段 徒歩　41名／地下鉄　23名／バス　2名／ＪＲ　0名／市電　0名／自家用車　10名／その他　1名

職員の対応 とても良い 41名／良い  20名／普通　5名／あまり良くない　0名／良くない　0名

施設の設備・備品や
サービス

とても良い 30名／良い  26名／普通　10名／あまり良くない　0名／良くない　0名

他の催事への興味 興味がある　39名／ややそう思う　17名／どちらでもない　9名／そうでもない　1名／興味が無い　0名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

入場者 にアンケート用紙を配布

(展示について)
・色使いが多彩で楽しい感じがした。
・客席からも作品が見えるのが良い。
・ひとつの会場でほぼ全学年の作品が見られてよかった。
・全員の作品が展示されているのは大変よいです。
・大胆な構図がとても良い。大人には出せない色彩ですね。
・低学年は色彩豊かで大胆。高学年はまとまりのある作品。
・上の方にある作品が見づらく、書いていることが読めない。
(コンサートについて)
・大人も子どもも楽しめる選曲で良かった。
・さすがオペラを歌う方ですね。楽しくてうっとりしました。
・身近でコンサートを体験でき、良かったです。
・生の歌を聴くことは少ないので大変よい機会でした。
・七ヶ月の子どもも満足。ファンになりました。
・前回も良かったですが今回も良かった。次回も教えてほしい。

【対応】
・最寄の小学校の全面協力のもと、全校生徒の作品を一堂に会する初の展示と、開校50周年を寿ぐコンサートの開催が実現した。地域の拠点施設と
しての事業展開に役立つとともに、まちづくりに貢献できた。
・コンサートについての感想は、速やかに出演者に伝えた。



利用者アンケートの結果

書！パフォーマンス

 開催日 平成31年1月11日(金)

実施方法

入場者201名のうち25名から回答

結果概要 性別 男性　7名／女性　18名

年齢
19歳以下　12名／20歳代　0名／30歳代　2名／40歳代　6名／50歳代　0名
60歳代　1名／70歳代1名／80歳以上　0名

住まい
中央区　9名／北区　2名／東区　3名／白石区　2名／厚別区　0名／豊平区　0名／清田区　5名／
南区　1名／西区　1名／手稲区　0名／
市外　2名（恵庭）

来館頻度 初めて　1名／数年に1回　4名／年に1～2回　17名／年に3～5回　1名／それ以上　2名

知ったきっかけ
展覧会のご案内(市民ギャラリー発行)　1名／チラシ　12名／広報さっぽろ　0名／館内　6名／インターネット
0名　　　　新聞　0名／学校　5名／町内会　0名／知人から　2名／その他　2名(部内コミュニティ)

パフォーマンスについて 素晴らしい　23名／見応えがあった　1名／何ともいえない　0名／いまひとつ　0名／残念　0名

他の催事への興味 興味がある　8名／ややそう思う　12名／どちらでもない　4名／そうでもない　1名／興味ない　0名

体験内容について(※１)満足　15名／やや満足　0名／どちらともいえない　0名／やや不満　0名／不満　0名

意見・要望
とその対応
(抜粋)

入場者 にアンケート用紙を配布

・学祭の時よりパワーアップしていて見応えがありました。2年生は最後の甲子園に、1年生は今までやったことのない試みに期待しています。
・1年生のパフォーマンスがすごかったです!! 大きい字を書いている時の迫力が良かったです!!
・書道パフォーマンスにあこがれている娘のつきそいで来ました。とてもステキでした！
・あこがれました。
・皆さん、力を合わせて沢山練習なさったんだろうなぁと一生懸命な姿から想像がつきました。皆さんステキでした 
・迫力がすごかった。
・初めてパフォーマンスを見ました。とても迫力があってみなさん一生懸命されているので感動しました。音楽に合わせてのパフォーマンス本当に素晴
らしかったです！これからも頑張ってください！
・娘が書初め体験をさせて頂きました。（5～6年生の後ろの席でさせて頂きました）高校生のお姉さん達が優しく接して下さり、楽しく書かせて頂きまし
た。ありがとうございました
・幼児や小1という対応がむずかしい年令の子にもやさしく丁寧に教えてくださり、どうもありがとうございました！！とても楽しかったです。書道が大好
きなんだなぁという気持ちが皆さんから感じられました。
・教えてくださり、ありがとうございました。
・とても感動しました。ありがとう。
・とても楽しかったです。

【対応】
・パフォーマンスならびに体験教室についての感想は、速やかに出演者に伝えた。
・前回（一昨年）の経験を活かし、パフォーマンス観覧席の最前方には小さな子どもでも見やすいようマット席を設けたところ、見づらい等というご意見
はなし。



利用者アンケートの結果

子ども映画会

 開催日 平成31年3月28日(木)　　春休み 1回

実施方法 入場者1組につき1枚以上アンケート用紙を配布

来場者155名のうち22名から回答　　※ひとつの項目について複数回答している場合あり

結果概要 性別 男　11名　　　　　女　11名

年齢 0～5才　9名／低学年　11名／高学年　1名／中高生　0名／大人　2名

住まい
中央区 12名／北区 0名／東区 3名／白石区 2名／厚別区 0名／豊平区 3名／清田区 0名／
南区 0名／西区 1名／手稲区 0名／市外 0名

来館手段 徒歩　11名／地下鉄　9名／バス　1名／ＪＲ　0名／市電　0名／自家用車　2名／その他　0名

知ったきっかけ
チラシ・ポスター　１５名／新聞・フリーペーパー　3名／インターネット　5名／友達・知り合い　１名／その他
2名

満足度 とてもよい　9名／よい　8名／ふつう　2名／あまりよくない　0名／よくない　0名

職員の対応 とてもよい　12名／よい　7名／ふつう　2名／あまりよくない　0名／よくない　0名

施設の満足度 とてもよい　6名／よい　6名／ふつう　8名／あまりよくない　0名／よくない　0名

他の催事への興味 興味がある　6名／ややそう思う　9名／どちらでもない　5名／そうでもない　0名／興味がない　0名

今後上映してほしい
映画の内容

ディズニー映画、すみっこぐらし、仮面ライダー、おしりたんてい、映画ドラえもん、しまじろう
からすのパン屋さん、動物が主人公の映画

意見・要望
とその対応
(抜粋)

・子供のみで座れるマットを広く取っているのが良かった。来場しているのは4歳～小学生ぐらいなので一人で座れる子が多いので。親は両はじのパイ
プ椅子に　座るなどにした方がパイプ椅子に座っている子供も見えやすい。
・もう少し時間か長いと嬉しい、何か作りたい。
・月1など定期的にしてほしい
・楽しかった。じゃんけん大会してみたい。ありがとうございました。
・映画会にきてみてとっても楽しい映画だなと思いました。学校の休みにしてくれると嬉しい。
･からすのパン屋さんが大好きなのでとってもよかった。
･子供が大喜びでした。
･いつも映画を見せてくれてありがとうございます。
･一番前子供席があったのは良かった。自分の前に大きな男性が　座っていてとてもみづらかった。大きな男性の方はなるべく後ろへとアナウンスがあ
れば尚良かった。
・4歳児には少し難しいかな、大人は楽しめた。

【対応】
・劇場のように客席に高低差がなく、座高により後方は見えにくくなるため、入場の際にその旨を説明している。親から離れて大丈夫な子どもは前方に
座ってもらう、大人の方は周りの子どもが見づらくならないようご配慮願うなど随時声掛けした。
・会場入口付近にカンバッジづくりのコーナーを設け、子どもたちが映画会の前後に楽しめるように工夫した。
・子どもが参加しやすいよう、学校の春休み期間中に開催した。


