
評価 令和２年度 令和２年度 令和３年度

項目 H30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 実績に対する 令和３年度 実績に対する 目標
　 実績値 実績値 実績値 目標値 比率（%） 実績値 比率（%） 達成率(%)

指標項目 (A) (B) （B/A) (C) （C/A) (C/B)

１　施設利用の促進に関して

① 資料館入館者数 40,087 43,967 32,446 38,200 117.7%

② 展示回数 19 16 9 10 111.1%

③ 報道機関等への資料提供数 55 58 37 39 105.4%

　 　 　 　 　 　 　

　

○現状（課題等も含め） 「1 施設利用の促進に関して」の全体評価 【　　　　】
○達成状況等　【Ａ（　　　％）Ｂ（　　　％）C（　　％）】

○令和３年度目標達成のための改善点及び取組等 ○課題及び改善点

令和３年度　資料館評価シート
(令和３年５月現在)岩出市民俗資料館

・資料館入館者数は、令和元年度まで毎年前年度を上
回っていたが令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて大きく減少した。　本年度もその影響により入館
者数を大きく増やすことはかなり厳しい状況にある。　資料
館の入館者数に大きな影響を与える展示の実施にあたっ
ては多くの方に展示を開催していることを知ってもらうため
に、さらに広報活動の充実を図る必要がある。

・資料館入館者数は、展示実施期間中の入館者数が大きな影響を与え
る。　そこでこの期間中の入館者数を増やすために展示のテーマにも留
意しながら、人が多く集まる図書館等の社会教育施設でポスターの掲載
を依頼できる施設を増やして広報活動の充実を図っていく。
・展示回数は、岩出市文化協会作品展示がなくても影響されないように
するために、令和２年度に引き続き本年度も民俗資料館で展示をおこ
なって頂ける新たな団体を市広報誌等を活用して募っていく取組みを継
続する。
・報道機関等への資料提供数は、岩出市文化協会作品展示がなくて大
きく減少したが、報道機関への資料提供数は若干増やすことができたの
で、さらにその取組みを強化していく。

評価

　備　考＜参考＞　過去3年間の状況 令和３年度 令和３年度の状況

文化協会作品展示を除く

文化協会作品展示を除く
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評価 令和２年度 令和２年度 令和３年度

項目 H30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 実績に対する 令和３年度 実績に対する 目標
　 実績値 実績値 実績値 目標値 比率（%） 実績値 比率（%） 達成率(%)

指標項目 (A) (B) （B/A) (C) （Ｃ/A) (C/B)

２　資料の収集・保存に関して

① 郷土資料寄贈点数 318 34 47 30 63.8% 民具のみ

　 　 　 　 　 　

　

　

○現状（課題等も含め） 「2 資料の収集及び保存に関して」の全体評価 【　  　】
○達成状況等　【Ａ（    ％）Ｂ（　 ％）C（　　　 ％）】

○令和３年度目標達成のための改善点及び取組等 ○課題及び改善点

令和３年度　資料館評価シート
岩出市民俗資料館 (令和３年５月現在)

・令和２年度は、多くの方の民俗資料（民具）のご寄贈によ
り目標値を上回ったが、学校への資料貸出を行うためには
引き続き収集を進める必要がある。　目標値の設定につい
ては寄贈品であるので大きな目標値を設定しても達成が
困難であると考えられるので、令和３年度の目標値も令和
２年度と同じ目標値を設定した。

・令和２年度は市広報誌への掲載等の広報活動が一定の
成果をあげたので本年度もそれらを継続して実施する。
また、収集の実施にあたっては、時代が平成元年からすで
に３０年以上を経過しているので寄贈資料の収集する時代
の範囲を昭和４０年代までから平成時代の前半まで拡大し
ておこなう。

評価

　備　考＜参考＞　過去3年間の状況 令和３年度 令和３年度の状況
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評価 令和２年度 令和２年度 令和３年度

項目 H30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 実績に対する 令和３年度 実績に対する 目標
　 実績値 実績値 実績値 目標値 比率（%） 実績値 比率（%） 達成率(%)

指標項目 (A) (B) （B/A) (C) （C/A) (C/B)

３　展示・講演会に関して

① 秋季企画展入館者数 7,457 9,766 9,673 10,000 103.4%

② 根来塗講座受講生作品展示入館者数 9,344 3,012 6,113 6,500 106.3%

③ 夏の子ども企画展入館者数 4,800

④ 収集資料品展入館者数 40,087 43,967 32,446 38,200 117.7%

⑤ 歴史講座（年２回）参加者数 158 164 64 100 156.3% 2回の募集人員130人

⑥ 秋季企画展講演会参加人数 50 52 93 55 59.1% 2回の募集人員60人

⑦ 根来寺関連宝物展示入館者数 2,654 10,647 2,026 6,000 296.2%

⑧ 報道機関等への資料提供数 71 82 70 62 88.6%

○現状（課題等も含め） 「3 展示・講演会に関して」の全体評価 【　　】
○達成状況等　【Ａ（　　　％）Ｂ（　　％）C（　　％）】

○令和３年度目標達成のための改善点及び取組等 ○課題及び改善点

令和３年度　資料館評価シート
岩出市民俗資料館 (令和３年５月現在)

評価 備　考

＜参考＞　過去3年間の状況 令和３年度 令和３年度の状況

令和３年度からの新規事業

・令和２年度まで実施していた所蔵品展は終了させ、新たに夏の
子ども企画展として岩出の歴史を学習する内容に変更し、実施時
期も子どもたちの夏休みを中心とする期間に変更して実施する。
・展示等の実施にあたっては、データ放送を活用するなど広報活
動の充実に取組んできた。　令和２年度で実施した広報活動は継
続するとともに、本年度は新たな取組みを加えてさらなる広報活
動の充実を図る必要がある。
・なお、文化協会作品展示入館者数については、コロナ禍で令和
２年度が中止となりましたが、引き続き令和３年度も中止となりま
したので指標項目から削除しています。

・展示等の実施にあたっては、多くの人に展示の開催を
知ってもらうことが大切なので図書館等の社会教育施設に
おいてポスターの掲載先を増やして広報活動の充実を図っ
ていく。

文化協会作品展示関係を除く
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評価 令和２年度 令和２年度 令和３年度

項目 H30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 実績に対する 令和３年度 実績に対する 目標
　 実績値 実績値 実績値 目標値 比率（%） 実績値 比率（%） 達成率(%)

指標項目 (A) (B) （B/A) (C) （C/A) (C/B)

４　学校教育への積極的な支援に関して

① 歴史学習会（年３回）参加人数 131 137 57 60 105.3%

② 学校利用受入・児童生徒利用 954 822 584 700 119.9%

③ 報道機関等への資料提供数 13 14 14 15 107.1%

○現状（課題等も含め） 「4 学校教育への積極的な支援に関して」の全体評価
【　　　　】

○達成状況等　【Ａ（　　　% ）Ｂ（　　％）C（　　％）】

○令和３年度目標達成のための改善点及び取組等 ○課題及び改善点

令和３年度　資料館評価シート
岩出市民俗資料館 (令和３年５月現在)

・学校利用受入・児童生徒利用は、小学校への出前授業
については、平成29・30年度は各１校であったのが、令和
元年度には２校となり、さらに令和２年度は４校となった。
さらに学校数を増やすべく取組みを強化する。　併せてコロ
ナ禍で出前授業以外に学校支援としてどのようなことがで
きるのかついてに他の館の取組みなどを調査する。

1回の募集人員２４人

評価

　備　考＜参考＞　過去3年間の状況 令和３年度 令和３年度の状況

・児童生徒数は数年前から減少が始まって今後もその傾
向が続くと考えられる。　令和２年度は新型コロナウイルス
感染症の影響で遠足時の小学生の利用がまったくなく、本
年度もコロナ禍でかなり厳しい状況にあることが想定され
る。　出前授業以外に学校支援としてどのようなことができ
るのかについて検討が必要である。
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