
横浜市旭区民文化センター｢サンハート」平成１９年度事業計画及び収支予算

１施設の概要

２指定管理者

鰊

３指定管理に係る考え方

（１）基本方針

基本コンセプトの｢文化は市民自身が作り出すもの｣を理念に､「区民が芸術文化を通じて､主体的

に地域生活を豊かにしていくための活動拠点｣をあるべき姿と位置づけ､サンハートを運営していきま

す｡平成１９年も予算が十分ではないなかで､安全で公共性のある施駿邇営･文化事業支援ができる

よう､22年度までの指定管理業務を協議し､施設管理者の旭区､共同事業者である勵横浜市芸術文

化振興財団･㈱横浜アーチストの３者で､諸事の整備を進めていきます｡文化事業については､提案

書を－部見直しつつ､開港１５０周年事業や創造都市横浜事業との連携をはじめ､他施設､他団体に

積極的に働きかけ､サンハートや旭区での文化活動を誘致･支援するなどして､その実現を目指しま

す。

‘ 
(2)実施方針

平成１９年度指定管理料で実現可能な業務範囲を定め､年度計画をたてて施設の運営･管理業務

および文化事業を実施します｡文化事業については｢提案書｣の精神を骨格とします。

１．区民が積極的に運営に関わる仕組みづくりをします

地域住民からカルチャースタッフやアルバイトを積極的に採用し､施設運営の一翼を担って

いただきます｡文化企画や展示イペント等では､区民企画委員をはじめ､有償･無償のボラン

ティアを募集するなど､短期間･興味のある範囲での関わりづくりも積極的に実施します。

２．全ての区民.近隣住民が施設を有効に活用できる環境を整えます

施設ホームページを活用し､施設を利用する人や公演･讃座等に参加する人以外にも情報

を発信し､文化環境を整備していきます｡また､施設に関するお客様の声を集約して､施設管

理者に情報を提供します。

学校等からの要請を積極的に受け入れ､職業体験等の場を提供します。

ａ文化活動の拠点施設として､地域への貢献を果たします

アーティストデータバンク事業を通じて､文化活動者を発掘･紹介していきます｡また､施設

内外で体験講座やアウトリーチ事業を実施して､未来の文化活動者を増やします。
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施設名 横浜市旭区民文化センターサンハート

所在地 旭区二俣川１－３

構造･規模 鉄筋コンクリート造地下1階地上６階建ての地上５階及び６階の一部を専有

敷地･廷床面積 専有面積2,564rTi

開館日 平成２年８月４日

法人名
共同事業体財団法人横浜市芸術文化振興財団（代表構成団体）

株式会社横浜アーチスト

所在地 西区みなとみらい３－４－１

代表者 理事長澄川喜一

設立年月日 平成３年７月１０日

指定期間 平成１８年４月１日から平成23年３月３１日まで



４様々なネットワークと有機的に結合し､施設を超えた文化環境の整備に努めます

開港150周年事業や創造都市横浜事業との連携をはじめ､他施設､他団体に積極的に働

きかけ､サンハートや旭区での文化活動を誘致･支援します。

5．区民活動の促進者としての役割を果たします

区民と施設管理者の情報をつなぎ､要望･苦情等の情報共有を進めます｡また､区民文化セ

ンター運営モデル施設を目指して､将来も活動拠点となり得る施設作りを提言していきます。

、

(3)１９年度に重点的に取り組む文化事業

指定管理者として2年目の今年は､昨年度から実施してきた市民との積極的な協働を更に推し進

めていきます｡区民企画委員およびアーティストデータバンク登録事業を核として､施設の内と外で

事業を展開していきます｡１８年度に企画した｢旭区ゆかりのアーティスト｣シリーズを今年度も実施し、

旭区の豊かな文化環境を市内外にアピールしていきます。

また､地域全体が芸術･文化を通じて活性化し､街の賑わいやコミュニティーの形成に寄与するこ

とを目指した企画に､より一層力を入れていきます｡平成１８年度に立ち上げた区民企画委員や企画

公募などのシステムの役割をより－層明確にし､サンハートのとりくみを広く市民にアピールしていき

ます。

１．区民企画委員の活動を拡大します

区民企画委員の新メンバーを募集します｡文化事業への取り組みへの理解を深め､活動範

囲を拡大して､企画作りから参加できる体制をつくります｡公募に寄せられた鑑賞事業等を実

現していくため､本年度から区民企画公募事業から参画することとします。

２．アーティストデータバンクを充実させ､情報提供の場をつくります

アーティストデータバンクの登録を通じて地域の文化活動者を発掘します｡また､情報提供方

法の整備を行い､事業化します。

ａ旭区ゆかりのアーティストを紹介し､旭区をアピールします

プロ/セミプロとして活躍する旭区ゆかりのアーティストに焦点をあてた駆菜を実施し､旭区の

豊かな文化環境を市内外にアピールします。

/劇懸､）

４施設の運営に関する業務計画

（１）実施方針

受付や運営に撹わるカルチャースタッフの新規採用や事業等のボランティア募集を通じて､地域住

民がサンハートの運営や文化事業に関わりをもつ機会を稲極的に設け､地域の施設として区民にア

ピールしていきます。

より市民サービスにつながる施設予約体制作りとして､市民の声を集めて予約システム改善等の

提言を行うほか､利用者への案内を積極的に行います。

１．区民が運営に参加する機会を拡大します

地域住民の運営参加を目的に､新規カルチャースタッフを採用し､１９年度は約半数の人材を

入れ替えます｡新たな目を導入することで受付方法やサービスを見直し､施設運営に生かして

いきます｡事業等のボランティアを募集するほか､ホームページ事業への市民協働を図ります。

２.必要な人の手に届く､施設予約環境を目指します

予約システム改善の提言を行うとともに､利用者サービス向上のため､直前･当曰キャンセル

により他者の利用を妨げている団体等に注意を喚起していきます

練習系施設の未払いについては､前日･当曰まで支払いを延長する利用団体に早期の支払

いをお願いし､練習系施設のキャンセルによる未収を平均月３０コマ程度までに抑えます。

３.利用者からの要望･意見等に応え､関係各所への連絡･調整を行って情報を開示･提供します

館内に｢意見箱｣を常設するほか日常業務を通じて寄せられた要望･意見等を受け､掲示板等

を通じて､常に利用者からの声に応える環境をつくります｡また､文化活動等に必要な知織や制

度を知っていただくための情報提供を行います。

－２－ 
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(2)目標稼働率(利用可能枠数に対する稼働率）

ホール／86％､音楽ホール／100％､アートギャラリー／100％

カルチヤーエ房／90％ミーティングルーム／90％音楽エ房平均／90％

(3)人員配置(平成１９年４月１日見込み）

(4)勤務体制

基本： 運営スタッフ

１日２名以上の勤務｡シフトによるローテーション制。

受付スタッフ(受付カルチャースタッフ）

１日３シフト｡常時２名勤務｡ローテーション制。

受付サービスを確保･向上させるため､「業務仕様轡｣の１名配置を２名とする

鰊

施設の管理に関する業務計画

(1)実施方針

開館以来の施設設備の経年劣化にもできる限り迅速に対応し､安全で公共性のある施設運営･文

化事業支援ができるよう､指定管理業務を協議し､施設管理者の旭区や共同事業者である㈱横浜ア

ーチストとともに､諸事の整備を進めていきます。

また､予防を含めた保守点検等これまで培った管理ノウハウを活かして､管理方針を提言し､安

心､安全､快適な環境を安定的に提供します｡利用者の要望を踏まえた的確な施設管理を心がけ、

市民のニーズに対応し､解価に基づく管理体制の改善を常に図ります。

１．安全で快適な施設を提供します

施設を維持するため､平成１９年度は衛生環境の保持と小破修繕対応に力を入れます｡また、

楽器や音響機器の保守点検を行います。

２.安全で有効な施設維持のため､施設設備等の中長期修繕計画や修繕･改良について施設情

報を提供し､関係各所に働きかけます

安全管理/施設邇営の中で小さな異常も把握して､安全管理上の問題や緊急度の高い事

項については､適正な時期に修繕が実施できるよう努めます。

５ 

鰊

(2)実施業務(概ね百万円以上または第三者に委託して実施するもの）

※舞台技術スタッフ

１日１～３名勤務｡ホール･音楽ホールの利用状況によるローテーション制。

-３－ 

項目 人数 備考

館長 １ 課長または課長補佐級

副館長 １ 係長または主任級

職員 ３ 文化施設経験者

運営カルチャースタッフ ３ 

受付カルチャースタッフ 1２ 半数を入れ替え

業務内容 実施者

舞台操作等業務 ㈱横浜アーチスト(構成団体)が実施※

建物総合管理業務

(清掃､保安警備､施設保全含む）

相鉄企業株式会社実施(ビル管理組合より指定）

舞台機樹･吊物保守点検業務 委託により実施

舞台音轡設備保守点検業務 委託により実施

舞台照明設備保守点検業務 委託により実施



利用に立ち会う必要がある場合は､ホール２名､音楽ホール１名｡ホール利用がない場合も､舞

台打合せやエ房音響設備アドバイスのため､９時から音楽エ房最終利用開始までは１名勤務。

(3)収支目標

平成１９年度指定管理料で実現可能な業務範囲を定め､年度計画をたてて施設の運営･管理業務

および文化事業を実施します｡新たな区民支援事業の経費を確保するため､利用料減免を見直しま

す。

１．必要な経費を確保しながら､コスト削減への努力を行います

小規模修繕や消耗品在庫の見直しを行い､安全な管理運営体制を整えます。

２．収益向上や適切な受益者負担の設定を行います

指定管理者が共催する文化事業支援の内容や､利用料減免を見直し､地域文化団体の

自立を促します｡また､利用率拡大のため､お客様にご協力をお願いして前日･当曰キャンセ

ルの削減に努めます。

(4)防災に関する事項

１．諸届けを出し､防火管理体制を整えます

副館長を防火管理者として平成１８年５月２３日に防火管理者交代･防災計画を旭消防署に届

出済み｡以降､毎年人事異動等にあわせて一部を変更し､すみやかに届出ます。

２特例認定の再謹定にむけて､事務作業を行います

防火対象物点検報告制度特例麗定取得済み､平成２０年１月１０日まで有効｡再申請年度に

あたり、消防設備点検を強化して安全管理に勤めます。

再認定の申請について、管理組合からの要請を受けて、事務作業を無償で行います。

ａ消防訓練を実施します

年２回の複合ピル全休の消防訓練に参加し､施設としても年１回の消防訓練を実施します。

４.複合ビルにあった実効性の高い危機管理マニュアルを再整備します。

複合施設内の施設として、指定管理体制に合わせた危機管理マニュアルを再整備します。施

設管理者である旭区を通じて管理組合に働きかけ、ピル全体の危機管理体制の整備に努めま

す。

地震などについては１９年度中にすり合わせを終え､その他については､管理会社等関係各社

に協議を依頼します。

６文化事業に関する業務計画

(1)実施方針

指定管理者として2年目の今年は､昨年度から実施してきた市民との積極的な協働を更に推し進めて

いきます｡区民企画委員およびアーティストデータバンク登録事業を核として、施設の内と外で事業を展

開していきます｡平成１８年度に立ち上げた区民企画委員や企画公募などのシステムの役割をより一層

明確にし､サンハートのとりくみを広く市民にアピールしていきます｡地域全体が芸術･文化を通じて活性

化し､街の賑わいやコミュニティーの形成に寄与することを目指した企画に､より一層力を入れていきま

す。

新たな文化との出会いと施設紹介のため､他の指定管理者が運営する区民文化センター等と協力し

て夏休みにオープンデーを実施します｡また､サンハートを会場とした文化事菜の広報支援のため、催し

物案内を発行し､施設ホームページを運営します。

(2)事業目標

１．市民協働推進事業

１－１．市民による事業の企画アイディアを募集し､区民企画委員とともに､検討､実施に結びつけ

－４－ 



ていきます

年度当初に平成１８年度に続き2期目となる区民企画公募を実施します｡集まった公

募企画から区民企画委員により事業を検討､実施を行います｡区民企画委員は､１８年

度からの継続委員と新規委員で新たな体制をつくり役割を明確にしていきます｡企画公

募でも、自身の売り込みに近い内容の応募は､アーティストデータバンク登録事業に応

募してもらうようにし､各企画募集を分かりやすい形式に整えていきます。

区民企画委員が企画に参加した事業を3本実施します。

1-2.アーティストデータバンク登録事業を更に充実させ､館内外の企画に生かせるしくみをつく

っていきます

アーティストデータバンクへの登録事業は､平成１８年度に続き募集を行います｡企画

提供方法を整備して他の施設･団体からの派遣依頼に対応するだけでなく､サンハート

施設内での公演やオープンデーでも活用していきます。

商業施設と連携した企画を実施し､街のにぎわいの創出に寄与していきます｡登録ア

ーティストを活用するほか､利用団体のなかから出演者や謂師を選ぶなど､市民と協働

で事業をつくりあげていきます。

登録アーティスト出演による事業を少なくとも1本実施します。鰊

2.アクセス拡大事業(鑑賞系）

２－１．ホールおよび音楽ホールにおいてプロによる公演を実施します

定例事業のあさひ亭まねき寄席ほか､プロによるコンサートを実施します｡区民企画事

業などとは別に､ホール･音楽ホールで年6回程度プロによる鑑賞公演を実施します。

料金設定を低くおさえ､市民が気軽に芸術に親しめる環境を整えます。

２－２.ロビーコンサートを企画し､開催時間を今までとは違う時間帯に設定するなど､芸術鑑賞

の垣根を寄り一層低くしていきます

ロビーコンサートを平日の昼間など､通常の公演を実施しない時間帯に実施し､より幅広

い層が鑑賞できる機会をつくります。

2-3.区内の施設や街角でもコンサートなどを実施し､気軽に芸術と触れ合う琿境づくりを行いま

す

市民がより気軽に芸術に触れることのできる機会を提供するため､施設外での事業を少

なくとも1本実施します。

‘ 3.芸術家発掘･支援事業

3-1．旭区ゆかりのアーティストを発掘し､支援します

旭区ゆかりのアーティストを区民企画公募やアーティストデータバンク登録事業､施設･文

化団体などからの情報収集により発掘していきます｡積極的な情報収集を行い旭区ゆかり

のアーティストの発掘をしていき､｢旭区ゆかりのアーティスト｣シリーズを継続していきます。

サンハートで公演を行うことにより､アーティストの活動を支援していきます。

１８年度より開始した旭区ゆかりのアーティスト事業を年１回程度実施します。

３－２若手アーティストを支援します

区民企画公募等で発掘したアーティストに今後活躍が期待される若手がいた場合や､旭

区ゆかりではないものの､今後地域の芸術活動推進のためにサンハートとして穂極的に支

援していく必要があると思われるアーティストには､積極的に機会を提供し､市民と協働し

て地域とアーティストの双方が育っていける環境づくりを展開していきます｡積極的に区民

企画委員会にはかり､企画に活用し､芸術家としての活動を支援していきます

若手アーティストの発掘につとめ､該当者がいた場合には､区民企画委員や市民と協働

して支援事業を1企画実施します。
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4.夏休みにオープンデーを実施します

地域の文化活動を紹介し､活性化するため､他の区民文化センター等と協力して､夏休みに

「１日オープンデー｣を実施します｡文化芸術と気軽にふれあい､演じる･観る･参ｶﾛするきっかけ

作りとしていきます｡ギャラリーを除く１日を予定。

(3)事業の主催日数(予定）

年間ホール･音楽ホール／延べ６０日間程度､アートギャラリー／5週

①主催文化事業ホール／２９日程度(準備､展示含む)､音楽ホール／６日程度

アートギャラリー／2週

②共催文化事業ホール／２５日(準備､展示含む)､アートギャラリー／3週

(4)文化事業の概要(詳細は別紙の文化事業計画書を参照）

数業
３
３
１
９
６
汕

事

秀R1R1I

※①～⑤は提案時の指定項目です。

ホームページ

文化施設に相応しい雰囲気と簡素で分かりやすいこと､市民がアクセスしやすいことを目指して

閲覧者の声を参考にしながら､より分かりやすいホームページに調整していきます。

１．施設や公演情報を適正なタイミングで情報を発信します

月間アクセス数:1,500件､年間アクセス数:18,000件を目指します。

２．新コンテンツの作成などに市民ボランティアを活用し､市民協働につとめます

より親しみやすいページを市民と協働で新コンテンツ等を作成していきます｡運用半年後を目

処に市民ボランティアを公募します。

(5) 

'曹慰9１

-６－ 

内容 事業数

①文化活動のための施設の提供 ３ 

②文化活動に関する情報の提供 ３ 

③文化活動に関する事業の相談 １ 

④文化事業の企画･実施 ９ 

⑤その他センターの目的を達するために必要な事業 ６ 

合計 2４ 



７収支予算書

鰊

rl 

『

－７－ 

項目 予算額 備考

収入

指定管理料収入 100,235.000 協議の結果に基づく

利用料金収入 290882,000 
サンハート主催･共催減免分を除外し、

4(2)(3)に基づき算出

事業収入 40500,000 
6に基づき実施することによる収入

事業助成金･協賛金収入含む

その他収入 900,000 広告収入、自動販売機収入等

合計 135,5170000 

支出

人件費 4400000000 

4(3X4)に基づき配置

※技術スタッフは共同事業体契約として支払

うため､管理費に計上

管理費 76,1840000 
5に基づき実施。ほか、管理組合費､修繕積

立金､光熱水費､修繕費､事務局経費等

事務費 8.333,000 新聞･雑詫鯛入､事務消耗品､諸税等

事業費 7.000.000 6に基づき実施

合計 135,5170000 

収支計 ０ 
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鮎ｌｻﾝﾊｰﾄ伯報紙発行

k〕ｌ文化活動相幽卒案

鰊

⑥ｌｷﾞｬﾗﾘｰ展示$粟

ＣＩｌ餌座､星(-曲向'ﾅ）

『

事業

種別
＊ 

企画祭 企画概要 時期･期間

① 施設利用相'’１ 鈎台技術者が専門的な技術的相戯や会場下見に対応。 通年

① 利用者懇談会 利用団体を対象Iこした懇談会｡利用者の遼見やニーズをとらえ．
極殴禰営や提言に役立てる。 通年

① 顧客濟足度胸壷 随時ヒアリング及び時期限定で利用者にアンケートを実施｡指定管
理qK粟や提實に役立てる 通年

② サンハート情報紙発行 ｢髄し物案内｣毎月発行。 通年

② ホームページ運営 毎月更新｡区民スタッフ募集 通年

② 
アーティスト･データバンク 区内．近隣のアーティスト登録･紹介率案。

街づくりアウトリーチにも活用していく。

通年

③ 文化活動相戯事案 個人･団体の幅広い相談に対応 通年

④ 
反民企

区民企

画公募

画委EU会殴邇
企画アイデア募集と､公募委員による検肘･事業化 通年

④ 
ホール鑑賞砺粟

あさひ亭まねき寄席

公開ﾘーディング

旭区ゆかりのアーティストほか

※共催･区民企画追加･入替の可能性あり

4.フ.１０．１月

9月

ほか１回

程度

④ 音楽ホールｺンサート

箪麗なる中国音楽

区民企画

※共催･区民企画追加･入替の可能性あり

6月

３回程虚

程度

④ ギャラリー展示事案 第５回ユースアート展 2月

④ ロビーコンサート 気軽に触れ合える文化琿境づくり 年２回

④ 鱗座駆纂(一般向lﾅ） 大人向Iﾅ体験餌座 年２回

④ 購座＄梁(子供向け）
子ども向け体験鯛座

親子向け体験講座

年２回

年1回

④ 

旭区文化擾興会

共値事桑

あさひ茶花邇屡

旭区雪道展

旭蘂展

旭区民文化祭区民作品展

旭区民文化祭音楽祭

5月

８．９月

1０月

１１－１２月

1１月

④ アートマネージメント 企画制作､運営の実務や､舞台制作の基本を知る顛座への技術
提供･支援 通年

⑤ 教育アウトﾘーチ
区内小学校､中学校1～4技碧匿
他団体の企画に参加し､旭区に誘致する 通年

⑤ 学校教育支掻 職粟体験･体験学習の受Iﾅ入れ 通年

⑤ 駆典ボランティアの活用 公演･購座･展示等の文化事案支援ボランティアを地域で公募し、
運営等に携わっていただく｡－部有償(経攪は各事菜に計上)。

通年2向理魔

⑤ 街作りアウトリーチ
施股外でのイペント実施

他団体･NPO等の活動を実施支援 通年

通年１回

⑤ アート見本市 アーティスト･データバンク登録希望者による公開プレゼンテーショ
ン

年１回以上

⑤ オープンデー 区民文化センター等力極携して行うお祭り.気軽に文化にふれあう
場､発表する堰を提供する。

８月




