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受付曰 区分 お名前 内容 回答
５月初旬までの

ご逗見箱投稿
要望 60歳代男性 ホワイトポード料金を

値下げして欲しい｡人
件費等の費用の節約
によりカバーできると
思う。

当館の施設利用料や附帯設備使用料
は､市が定めた料金の範囲内で市長承認
の下､定められております｡公共施設にお
いても受益者負担の考え方から､新たに料
金が設定されることもございますが何卒ご
了承ください。
また､平成18年度より指定管理制度に移
行しております｡指定管理料とともに利用
料金収入やチケット収入を主たる財源とし
て施設を運営しております｡みなさまのご
利用で施設が運営されていることをご理解
〈ださい｡なお､提案時から人員の縮小や
管理の見直しをしており､締結された事業
計画に基づいて業務を行っています。

7/1-18までの

ご恵見箱投稿
意見 60歳代男性 情報コーナーは食事を

するところではないと

思う｡においがして嫌
になることがある。

情報コーナーは､施設利用の際の待ち合
わせや休憩場所として､机や椅子､飲料自
動販売機などをご用意しています｡新聞.
雑誌などの閲覧のほか､ご飲食もいただけ
るスペースですので､ご理解ください。

7/19-31までの

ご愈見箱投稿
意見 40歳代男性 腎報コーナーの図書

､Iの書籍が全体的に
ぢい｡新しく発行したも
Dも入れるべきだと思
ﾗ｡再考してほしい。

最新の文化情報を皆さまに提供することを
目的に､限られた指定管理料の中から施
設の特性に基づいて選定した雑誌と新聞
を購入し､閲覧いただいています｡図書は
主に開設当初に横浜市より配架された書
籍と寄贈を受けた書籍を閲覧に提供してお
り、昨年も2冊のご寄贈をいただきました。
なお､寄贈につきましては､旭区地域振興
課にご相談ください。

８月末～9/17までの

ご意見箱投稿
意見 70歳代男性 情報コーナーの新聞を

長時間独占している人
がいる。当日の新聞だ
けファイルしない方法
は考えられないか？

最新の文化情報を提供することを目的
に､新聞は各紙当日の朝刊から前々日分
までをファイルし､ご覧いただけるようにし
ています｡当日分を別ファイルとする場合
ばかえって閲覧時間が長くなる恐れがあ
り､提供するものを翌日以降とする場合に
は本来の目的が果たせなくなります｡張り
紙でご案内しておりますとおり、１紙30分を
目安に譲り合ってご利用くださいますよう、
お願いいたします。

10月上旬
～10/１５の

ご意見箱投稿

間合 50歳代女性 サンハート受付スタッ
フになりたい｡どのよう

な方法で募集がある
のか教えて欲しい。

公募採用しております｡現在募集はして
おりませんが､公募の際には､館内や近郊
施設に募集要項を配布するほか､施設
ホームページで｢カルチャースタッフ募集」
のご案内をいたします。
アドレス：http://www､yaForjp/sunheart／

10月 間合 音楽エ房
ご利用者様2名

ドラムスティックはあり
ませんか

近くの楽器屋さんでお買い求めいただい
ておりましたが､お店が閉まってからのお
問合せが2件続きましたので、１２月１日よ
り、受付でもお取り扱いすることにしまし
た。

ヤマハ製ドラムスティック
定価1,100円－１，０００円にて販売中
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受付日 区分 お名前 内容 同答
平成19年12月３日 意見 音楽エ房

ご利用者様
Ａエ房が暗く､ピアノの
鍵盤がみにくい｡ス
ポット照明が追加でき
ませんか？

昨年12月にエ房改修に関するアンケートを
実施してご意見をまとめ､設置者である横
浜市と旭区所管課に提出しました｡エ房廊
下に掲示していますとおり､照明が暗いと
いうご意見もいただいています｡また､５月

に懇談会を開催し､ご利用の皆様と旭区・
横浜市担当課と直接意見交換する場を股
けさせていただきました｡今回のご意見を

受け､重ねて改修のお願いをいたします。
皆様の声をお伝えしていきますので､今後
ともご意見をお寄せください。

平成19年12月３日 意見 チケット

ごH､入者様
チケット購入時に個人
情報を求められます
が､個人情報抜きでチ
ケットを買えるようにな
りませんか？

公演中止等のご連絡のため､皆様のご氏
名･お電話番号(お電話が無い場合はご住

所)をいただくほか､郵送手続きやＤＭをご
希望の方にご住所をいただいています｡個
人情報をご提供いただけない場合､当該
サービスが受けられなくなりますことをご理
解のうえ､お申し出ください。

平成19年12月４日 意見 旭車椅子友の
会様

ホールロビーの障害

者トイレ(多目的ﾄイ
し)の扉の開閉が難し
いので､電動開閉にし
て欲しい・

ホール利用者に断って

利用するのはよいが、
障害者トイレの入りロ
が男子トイレの入りロ
と一緒で混雑するうえ
に幅が狭く､扉の開閉
が困難｡トイレ内部も

幅が狭くて、内部から
の開閉も困難なので、
改善を求めたい。

ほか

その他、「一般に設置されている場所が
車椅子利用者には使い難い位置なので、
電動化の際には､車椅子利用者に相談し
て､使いやすい場所にスイッチ位置を決め
て欲しい｣、「一般利用できる障害者トイレ
がサンハートには無く､近隣にも少ないの

で､共用で､電動開閉の障害者トイレを
作って欲しい｣とのご意見をいただきまし
た。

共用スペースの多目的トイレ新設につい
ては､施設管理者である旭区･横浜市所管
裸とご相談しておりますが､電動スイッチと
設置についてのご要望をｶﾛえ､再度､関係
各所にお願いをいたします｡また､直接、
施設管理者(設置者)とお話しをしたいとの
ことでしたので､担当課よりご連絡させてい
ただ<手配をしました。-3月21日に扉の
自動化と手すりの更新を行ないました。

平成20年１月１０日 意見 60歳代男性
旭区在住

利用料を支払いに来
館するたび､利用する
施設にいく時間も駐車
料金もかかってしま
う｡支払いを引き落と
し等にできないでしょう
か 。

いつもご利用いただきありがとうございま
す。

横浜市の文化施設は個性をもって建設さ
れています｡各施設のホールや練習室そ
れぞれに適性があり､配備されている備品
や制約が異なっていますので､「予約シス
テム｣だけではお客様にご案内できませ
ん｡お客様ひとりひとりの目的に適した会
場であるか､ご利用内容を伺ってご案内を
させていただくため、申謂の際には各施設
にご来館いただくようお願いしています｡何
卒､ご理解をお願い申し上げます｡なお、
行政団体などでは利用内容の確潔と申請
手続きにご来館いただいたうえで､料金を
１０曰以内に振り込んでいただくケースもあ
りますが､ご来館．ご申謂いただく手間は同
じで､振込み手数料もご負担いただくた
め、一般にはご案内しておりません。



サンハートからのお知らせ

受付曰区分
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受付曰 区分 項目 内容

５月３日 お知らせ 予約システム抽選結果
のお知らせサービス開

始について

横浜市より、下記サービスのご案内がございました。

抽選結果送信サービスを開始します｡配信をご希望の方
は予約システムにアクセスし､｢規定｣をお読みの上､アド
レスの登録･確認とメール送信希望の登録をお願いしま
す０ 

登録には、
ＰＣ:トップページ右下の

｢メールアドレス登録｣をご利用ください。
携帯:｢メール設定｣をご利用ください｡5/8～。
なお､受信後も必ず期日内に抽選結果をご確潔ください。

８月１６日 お知らせ ミーティングルームを

平成20年４月より
完全禁煙化します

ミーティングルームはご要望があれば喫煙室対応を受付
けていましたが､隣室や情報コーナーへの受動喫煙の影
饗を鑑み､平成20年４月のご利用より完全禁煙とさせてい
ただきます｡ホール楽屋･音楽ホール控室は引き続き喫煙
室対応が可能です｡楽屋･控室を喫煙室とされる場合は、
引き続き､喫煙をされない方のために控室となる部屋を別
途ご予約．ご申請くださいますようお願い申し上げます。

11月１５日 お願い 折畳み椅子.折畳み机
などの取り扱いについ
て

全国で､折畳み椅子や折畳み机による指はさみ事故の報
告があがっています｡お手元をご確認の上､安全にご利用
ください。

11月１５日 お知らせ 年末年始の営業につ
いて

１２月28日９:00-12:1５

１２:１５－１７:00 

１７:00-

12月29日～１月３日

１月４日９:00-12:4５

１月５日

１２:45-17:００ 

１７:００－ 

12月29日～１月３日までの間､年末年始のお休みをいた
だきます｡12月28日と１月４日は通常と営業時間が異なりま
すので､ご注意ください｡また､利用申請の期限が変更さ
れるほか､各種の申請期限は前倒しされます。

練習系施設は平常どおり貸出します。
受付のみ営業｡なお､大掃除のため館内が寒くなります
営業終了
休館

受付のみ営業します。
ギャラリーを除き､全館を貸出します。
営業終了
通常営業

12月４日 お知らせ 拾得物･遺失物の取り
扱いについて

本曰より当ビル内に届Iﾅられた拾得物や遺失物の情報
は､１階防災センターで一元管理することになりました｡遺
矢･拾得当曰はサンハート受付に､翌日以降は1階防災セ
ンター(1EL366-8199)にお問合せください。
１２月１０日より､遺失物法が改正されます。

当館で拾得された物は2週間以内に旭警察署に届けら
れ､インターネットで確認することができるようになります。
また､拾得物の保管期間が6ケ月から3ケ月に短縮され、
保管期間後､警察などで売却等により処分されることとな
ります。



サンハートからのお知らせ

受付曰区分

①吹き抜け階段上の照明補修と管球交換のたふ
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受付曰 区分 項目 内容

１月28日 お願い 施設や設備･備品等を
壊したり､汚した場合、
必ず申し出てください

ご利用中に施設や設備､備品などを壊したり、
合には､必ず申し出てください｡次のお客様のご

汚した場

迷惑にな
るだIﾅでなく､原因の特定ができないことで速やかに適正
な対処が取れなくなります｡染み抜き･汚れ取りが必要な
際には､汚れが浸み込んでしまうほか､汚れに合った溶
剤・対処方法が判らず､備品や設備をダメにしてしまうこと
があります。

スネアドラムを付Iﾅ替えてご利用の際にはスタンドのス
ネアサイドをゆるめ､フレームをスネアドラムの径より大き
<してから､置く位置を確認して取り付けてください｡スネア
サイド(裏面のヘッド)を割ることがあります。
故障や不具合にお気づきの際にも､どうぞスタッフまでお
知らせください。

３月１３日 お知らせ エ事により、お客様に
ご迷惑をおかげする期
間がございます｡何
卒､ご了承ください。

３月１３日 お知らせ ３月３１日4弓月斗-Ｅ１より
予約センターの所在

、

地･連絡先が変わりま
す

委託業者変更に伴い､横浜市市民利用施設予約センター
の所在地が下記に変更になります｡なお､取り扱い業務.
開所時間等の変更はありません。
〒２２０－８５１１

横浜市西区北幸２－１１－６NTTDATA横浜西ビル5階
電話２gＯ－６６２２ＦＡＸ３２３－６５６６



施設名旭区民文化センター

サービス向上及び経費節減努力事項報告
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実施時期 内容 効果

4月

ホール･音楽ホール利用者との打合せ事務
を調整し､より多くの日程が選択できるよう
にしました。

お客様の選択肢が多くなりました。

5/1０ 

旭区と繰越案件になっている危機管理マ
ニュアルの再整備案について説明し､ビル

の統括防火管理の現状を説明しました｡ま
た､ピル管理組合との協議･調整をお願いし
ました。

ビルの統括防火管理･危機管理体制のもと
で行動することを､施設管理者と確認し、
7/29に発生したビル周辺での停電時も､利
用者にパニック等はなく､安全に行動するこ
とができました。

5/1５ 

音楽エ房改修についての利用者懇談会を
実施し､利用者･横浜市･旭区･指定管理者
が意見交換しました｡後日、内容を館内褐
示して公開しました。

懇談会で出された意見を整理するとともに、
掲示することで参ｶﾛ者以外の利用者にも情
報共有することができました｡また､ご利用
中や受付で､掲示を見た方からも意見を伺
うことができました。

7／１２ 

年始

ギャラリー利用の空き曰を利用して､ソ
ﾌｧｰ清掃と展示ワイヤーの交換を実施し
ました｡また､備品の取り扱い説明や図解を
新しいものと更新しました。

見た目と強度を向上させることができ､好評
です｡取り扱い図解についても､判りやすい
との評価をいただきました。

7月

ホール･音楽ホールのロビー備品鐇清図を
作成し､貸し出し時にご利用いただいていま
す。

当日受付スタッフだけで原状復帰できるよう

になり､撤収時間が短縮され､主催者の負
担が軽減しているようです。

７月

9月

救急車の搬送依頼が3件ありましたが､研

修を生かし､お客様･ビル管理会社との連携
して速やかに対処しました。

幸いにも大きな事故には至らず､後日、異

常が無かったとの連絡をいただくことができ
ました。

8/5-16 
音楽エ房貸し出し用に縦型扇風機を5台購
入しました。

譜面が飛ばないと好評です｡猛暑のため、
8/16に冷温水発生機が稼働時間超過で停
止した際にも貸し出し､利用者の安全を確
保することができました。

8/７．１４ 

ホール･音楽ホールの客席扉を改修し、
ホール客席上手前方ドアについては内鍵サ
ムターンに交換しました。

利用者の安全を確保し､向上させました。

9月
サンハートの施設パンフレットを改訂し､新
たに印厨IIして発行しました。

ホームページと記述を統一することにより施
設の信頼性を増すことができました｡また、
現行料金､利用案内がわかりやすくなりまし
た｡ 

１１／７ 

備品の故障調査･修繕する間､他施設から
備品を借用することを旭区役所に申し入
れ､承認を得て借用しました。

備品についても施設間での借用が可能にな
り､施設貸し出しの安全性を高めることがで
きました｡また､十分な故障調査ができ､修
繕･更新の判断に時間的な余裕ができるこ
とで､適正で安価な修理･更新が選択できる
上弓'三だし]主ｌ_提＿

１１／2４ 
要望を受けて､受付に老眼鏡3種を常設しま
した。

ご利用いただいています。

１２/１ 
要望を受Iﾅて､受付でドラムスティックの販
売存開始しました⑤

楽器店の営業時間外の事故にも対応でき、
便利だとの声をいただいています。

１２/４ 

遺失物法改正に伴い、昨年からピル管理会
社と拾得物の取り扱いを相談を重ね､全館
統一のルールに変更しました。

ビル内の遺失物･拾得物情報が一元管理さ
れることで､捜索しやすくなりました。

12月中旬
クリスマスツリーを購入し､館内に飾りつけ
ました。

多くのお客様が記念撮影等にご利用になり

ました｡昨年は簡易なものだったためか､飾
り付け後､受付にお声をかけていただくこと
が多かったようです。

１２/1８－１９ 

重い.大きいとの苦情もあり、ミーティング

ルームの椅子を軽量のものに更新しまし
た ﾋﾟコ

軽い上に､すわり心地が良いと好評です。
更新費用も抑えることができました。



纐
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1／９ 

アートギャラリー内にあった電話機が長期に
わたり故障しており、危険なので撤去し､壁
両'三温わサア16ｳ宍笛所岑塗薬1-主Ｌ士＿

展示壁面に突起物がなくなり、好評です｡ま
た､怪我等の危険がなくなりました。

1／1９ 

共用吹き抜1ﾅ階段の装飾天井のボードの２
辺が枠から外れていたため､ピル管理会社
に位置修正を依頼し､緊急対応をお願いし
ました。

営業時間後､修正作業中に落下しました

が､お客様への被害を避けることができまし
た｡また､３月に安全策を講じた改修エ事が
行なわれました。

2/９ 

逝去に伴い､ご遺族から故･三遊亭歌雀さ
んの寄席出演時の声を葬儀で流したいとの
申し出を受けて､急遼作成し､２公演分を提
供しました。

通夜･告別式ともに､お使いいただいたとの
ことです。

3/2１ 

要望を受けて､ホールロビーの多目的ﾄイレ
のドアが自動化されました｡また､便器脇の
手すりも使いやすいものに更新されました。

エ事後､障害者団体の視察やミニコミ誌の
取材があり､広く認知され､ご利用いただい
ています。

3/2１ 
ホールロビー脇の元喫煙コーナーの扉改修
を受けました。

施錠管理できるようになり､部外者立ち入り
左歩の僑除が同薙で去禺上月'三だIJ主Ijh--

3月
４月に予約センターが変更することになり、
施設パンフレットを訂正しました。 移転時の混乱を回避することができました。

3月
本年度中に受けた問い合わせ等などをカロ
味した｢各室の手弓|き｣を改訂･発行しまし
た。

ニーズに合った､使いやすい｢手引き｣に
なっています。

通年

光熱水量費の推移データをとるほか､照度
測定や排気風量測定､天井機器の安全確
認を実施し､異常の兆候を早めに察知でき
る体制を作っています。
また､旭区･横浜市にﾄラブル等をこまめに
報告し､情報を共有するとともに早期対策を
お願いしています。

点検･調整をこまめに行うことで､機器更新
や修繕等を削減｡エ事等による利用不能を
回避して経費を削減するとともに､管球や機
器の落下を防止して安全に営業することが
できました。

通年

壁面材および天井ボードの剥離や割れが
進み､再度､修繕を施設管理者に依頼しま
した｡補修エ事までの間､グラスウールや壁
面材で怪我をされる危険があるため､ガム
テープ等で止め､随時交換しています。

お客様･スタッフの怪我の可能性が軽減さ
れています。

通年
意見箱を常設し､掲示板を通じて利用者の
声に応えています。

常設し回答を掲示していることで､早目の対
応ができ､利用者からの質問が減少してい
ます ０ 

通年

地元中学校の職業体験の受入れをしまし
た｡学校･自治体･公立文化施設等のヒアリ
ング/アンケートに協力しました。（無償対
応）

地域社会に貢献しています。

通年
地域のアーティストを活用し､登録アーティ
ストの活躍の場を紹介しています。

サンハートの自主企画以外にも､地域イペ
ンﾄやＮＰＯや音楽愛好団体主催のコン
サートに､地域のアーティストを紹介すること
ができました｡紹介先からも､好評をいただ
きました。

通年
行政団体･ミニコミ各社からの依頼や文化関
係図書の寄贈を受け､情報コーナーに開架
しています。

自由に閲覧していただいています。
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大分類 中分類 小分類 発生1ヨ 出納
事由

品質･形状･その他 増加
数獄

増加
単価

珊加
金額

減少
数麓

減少
単価

減少
金額

整理
番号

保管場所等

fiW報及び通億機
器類

写真･映写機類 映写機付属品 2008/02/1３ 移設 ズームレンズ７０～1２
０ﾐﾘ級

0 YＯ VＯ 1 Ｙ19,200 Vl9嗽200 ５ 旭区へ返納（
横浜美ilif館に
モと分宍、

燗報及び迎傭機
器類

写真･映写機類 映写機付属ＩＷｊ 2008/02/1３ 移設 6000フイートリート 0 \0 \0 ２ Y32,000 Y64,000 １ 旭区へ返納（

罐舞羨術館に
工作及び作業jI］
機器類

農林園芸機器類 その他 2007/12/1０ 購入 クリスマスツリー １ V30,240 Y30,240 0 VＯ YＯ １ ホール倉nK

図鰈類 プログラムソフト コンピューター用
ｿフト

2007/05/1１ 購入 セキュリティーソフト
Norton2007 

１ \42,420 Y42,420 0 YＯ YＯ ６ 事務室

図譜類 プログラムｿフト コンピューター)Ⅱ
ｿフト

2008/03/3１ 廃棄 サンハートトータル管理
システム

０ YＯ \0 I Y3,605,000 Y3.605,000 １ 事務室




