
 

 - 1 - 

 

[ 横浜市旭区民文化センター ] 

平成２３年度業務報告及び収支決算 
[ 相鉄・神奈川共立 共同事業体 ] 

 

１ 施設の概要 

施 設 名 横浜市旭区民文化センター サンハート 

所 在 地 横浜市旭区二俣川一丁目３番地 

構造・規模 鉄筋コンクリート造 

地下1階地上６階建の、地上５階及び６階の一部を専有 

敷地・延床面積 専有面積 ２，５６４ ㎡ 

開 館 日 平成２年８月４日 

 

２ 指定管理者 

団 体 名 相鉄・神奈川共立 共同事業体 

代表構成団体 株式会社相鉄エージェンシー 

所 在 地 横浜市神奈川区栄町５番地１ 

代 表 者 取締役社長 櫻木 政司郎 

代表者設立年月日 昭和５８年１月２２日 

指 定 期 間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

３ 指定管理に係る業務総括 

(1) 基本的な方針の総括 

３・１１東日本大震災により、施設全体はもとより、収益面でも度重なるキャンセル等により、

少なからず影響を受けた。その後、通常の運営に速やかに戻すために、全スタッフが一丸となり協

力体制を徹底した。基本的な方針として「文化芸術との出会いづくり」「交流と仲間づくり」を推

進し、区民本位の事業に注力。特に“質の高い芸術による牽引”“区民の関心と参加意欲の向上”

を図るために様々な『鑑賞』『普及』『育成』『交流創造』等を目指した多種多様なサンハート自主

事業を展開し、地域との接点をさらに強化した。そこで、旭区民文化センターの管理運営初年度と

しては、館の地域文化・芸術のコミュニティ形成拠点としての存在基盤を確認しつつ、さらに、区

民とのかかわりを深めてゆく新たな道に踏み出すことが出来た。 
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(2)  ２３年度の業務の方針及び達成目標の総括 

① 事業の総括 

＜魅力ある新しい施策の提供・実施による「新規利用者の開拓」と区民参加の促進＞ 

ジャズピアニストの佐山雅弘氏率いるバンドによる「聖夜に贈るスペシャルジャズライブ」を実施。

チケットは完売し、今までサンハートに足を運ぶことの少なかった客層にもサンハートをアピール

することができた。 

＜区民や他施設との協働による、世代や境遇を超えた交流の推進＞ 

区民企画委員との連携企画である「バレンタインコンサート」の実施や、区内の福祉施設や学校と

協働で行ったアウトリーチ活動等により、普段サンハートへ足を運ぶことが困難な方々にも芸術文

化について広く知っていただく事ができた。 

＜地域の資産および資源の発掘と活用＞ 

「ジャズまいむ絵本」では、旭区の民話を取り入れたパフォーマンスを行い、芸術活動を通して地

域についてより深く知っていただくきっかけ作りとなった。 

＜相鉄グループのバックアップ＞ 

駅コンサートの会場提供や相鉄中吊り広告の掲示、沿線 4駅の「グリーンぽけっと」での自主事業

チケット販売の受け入れ、関連広報誌やサイトへの掲載等、多岐に渡っての協力体制を構築するこ

とができた。 

② 運営の総括 

 事業計画・施設管理・舞台技術・窓口業務等の経験豊富なスタッフ全２１名を配置し、効率的 

かつホスピタリティ精神をもって運営に努めた。また、随時アンケートやヒアリングを実施し、利

用者からのニーズをリサーチするとともに、運営面へ最大限に活かすべく努めた結果、利用者から

は「要望等に対する対応が速くなった。」「サービスの質が向上し、幅が広がった。」等の高い評価

を獲得。さらに様々な媒体を活用し施設のＰＲを行い、稼働率の向上に努めたことにより、年間を

通じて平均８０％を超える高い稼働率を達成した。 

③ 管理の総括 

 建築物点検及び設備保守管理として各種の点検を実施した。開館後２０年以上が経過し、経年劣

化による故障・破損等が日常的に発生する施設環境の中で、修繕等を迅速に実施し、定期清掃の実

施に加え、害虫駆除・水質検査・空気環境測定等を実施し、衛生面での管理強化を図るとともに、

全スタッフが常に館内の美観維持を心がけ、快適な環境づくりに努めた。 

④ その他の総括 

 危機管理対策として緊急時のマニュアルを作成するとともに緊急内容別の連絡網を整備し、市に

提出。大規模災害発生時における行政機関との協力体制強化に努めた。さらに、横浜市より「帰宅

困難者一時滞在施設」に指定されたことにより、当館の災害時における重要度は一層高くなった。

今後、マニュアルの再整備を行い、緊急時対応の強化を図っていく所存である。 

 日常業務の中では、事故・犯罪及び災害等の発生を未然に防ぐため、スタッフが適宜施設内を巡

回し、異常時の早期発見。早期対処を図るとともに、スタッフ全員に対して防災訓練・救命講習等

を定期的に実施し、利用者の安全・安心確保に努めた。年間を通じて大きな事件・事故は発生せず、

急病人等については、マニュアルに基づいた対応を的確に実施した結果、いずれのケースでも大事

に至る前に対処することができた。 
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４ 業務の達成状況 

(1) 事業について 

ア 文化事業の企画および実施について 

[取組内容] 

● 「区民参加型交流事

業」「文化芸術普及事

業」「鑑賞事業」「人

材育成／発掘事業」

の四つのカテゴリー

で、区民に役立つ施

策を実施します。 

[達成指標] 

● 四つのカテゴリーごと

に、「施設の提供」「文

化活動情報の提供」「文

化活動に関する事業の

相談」「文化事業の企

画・実施」を視点に取

り組みます。 

● 「新しい参加者の開

拓」「新しい関係の構

築」「世代間の交流」を

図ります。 

[実施内容] 

● それぞれのカテゴ

リーで幅広い企画

を実施した他、新

たに「チャリティ

ーコンサートシリ

ーズ」として、東

日本大震災被災地

復興支援として三

つのポップコンサ

ートを実施しまし

た。 

[達成状況] 

●「区民参加型交流事業」

企画数：1 

延べ参加者数：850 人 

●「文化芸術普及事業」 

企画数：7 

延べ参加者数：2,659 人 

●「鑑賞事業」企画数：5

延べ参加者数：1,986 人 

●「人材育成／発掘事業」

企画数：2 

延べ参加者数：142 人 

[取組内容] 

● 若年層向けのコンテ

ンツを強化します。 

[達成指標] 

● 「オープンデー」や「ロ

ビーコンサート」など、

気楽に文化芸術に触れ

られる機会を作り、若年

層、特に子育てファミリ

ーの関心を高めるコン

テンツを導入します。 

● 利用者アンケートによ

るリサーチを反映させ

ます。 

[実施内容] 

● 「ファミリーコンサ

ート」や「ジャズま

いむ絵本」、「親子で

リズム！リズム！！

リズム！！！」など、

子育てファミリーや

若年層を含む幅広い

世代のお客様に楽し

んでいただける企画

を実施しました。 

[達成状況] 

● 「オープンデー」では

サンハートを「アート

スクール」に見立て、

様々な芸術文化を一

日で体験できるユニ

ークな企画を実施し

ました。 

● 全ての自主事業の参

加者を対象としたア

ンケートを実施。回答

を集計し、日常の業務

に反映させました。 

[取組内容] 

● 著名なアーティスト

を招へいした魅力的

なコンテンツを実施

します。 

[達成指標] 

● 様々な立場や、ライフス

タイルの方に改めてサ

ンハートに注目してい

ただき、文化芸術に振り

向いていただくための、

質の高い著名なアーテ

ィストを招へいする「サ

ンハートスペシャル」企

画を実施します。 

[実施内容] 

● 今年度のサンハート

スペシャルとして

「聖夜に贈るスペシ

ャルジャズライブ」

を実施し、佐山雅弘

氏を始めとする世界

的に活躍する音楽家

によるライブを行い

ました。 

[達成状況] 

●「聖夜に贈るスペシャル

ジャズライブ」の実施結

果 

チケット販売数：300 枚 

参加者数：289 名 

満足度：77％ 
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[取組内容] 

● 区民企画委員との連

携による企画を実施

します。 

[達成指標] 

● 「人材育成／発掘事業」

の一環として「区民企画

委員」を再募集し、連携

して事業の企画運営を

行います。 

● 月1回の開催を基本に企

画会議を行い、企画事業

の公演は平成24年度よ

り年1回以上を予定しま

す。 

[実施内容] 

● 区民企画委員を募集

し、月一回の会議を

開催し、企画事業と

して「バレンタイン

コンサート」を実施

しました。 

[達成状況] 

● 昨年度からの継続委

員4名、新規委員2名の

計6名にご参加頂き、5

月から毎月区民企画

委員会を実施しまし

た。 

● 企画委員からの強い

希望で、準備期間は短

いけれど、「バレンタ

インコンサート」を実

施し、成功しました。

 

 

イ 文化活動についての相談について 

[取組内容] 

● 区民の文化活動活性

化のために、専門的な

アドバイスを随時行

います。 

● 地域の文化団体や文

化施設からの相談等

に対し、共同事業体が

横浜市内各文化施設

で培ったノウハウを

提供します。 

[達成指標] 

● 利用者等からの文化活

動に関する相談を随時

受け付けられるような

人員体制で、職員・舞台

技術スタッフが一丸と

なり専門的知識・ノウハ

ウを提供します。 

● 共同事業体が運営して

いる横浜市内各文化施

設での事例・アドバイス

の例などをデータベー

ス化して、汎用性の高い

内容のものは配布・掲示

用資料として作成しま

す。 

[実施内容] 

● 館内やホームペー

ジにて相談窓口の

受付について通年

常設して実施しま

した。 

[達成状況] 

● 発表目的でご利用の

お客様は、利用日の約

1 か月前に技術担当ス

タッフと詳細の打ち

合わせを行うので、そ

の場でそれぞれのケ

ースに応じた相談を

随時受け付けました。

● 練習目的でご利用の

お客様からは、日常的

なものから専門的な

ものまで幅広い質問

を頂戴しましたが、そ

の都度、現場のスタッ

フが対応し、対応でき

ない部分に関しては、

後日必ずお答えする

ようにしました。 

 

ウ 文化活動に関する情報の提供について 

[取組内容] 

● ホームページをリニ

ューアルし、リアルタ

イムに質と鮮度の高

[達成指標] 

● サンハートの事業・運営

について積極的に且つ、

リアルタイムな情報を

[実施内容] 

● ホームページだけで

なく、毎月発行の催

し物案内や各種チラ

[達成状況] 

● HP ページアクセス数

（年間）：108,231 件 

● 催 し 物 案 内 発 行 部
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い情報を発信してい

きます。 

ホームページをはじめ、

メールマガジン、毎月発

行の催し物案内で区民

の興味を引く情報を発

信します。 

シ、館内掲示板、更

に地域のローカル誌

等を通してサンハー

トで行われる催し物

について告知活動を

行いました。 

数：毎月 5千部 

※メールマガジンの利用

者は減少しているので、来

年度からはツイッター配

信に移行し、よりタイムリ

ーに情報発信を行う予定。

エ その他、センター設置目的を達成するために必要な事項について 

[取組内容] 

● 魅力ある新しい施策

の提供・実施による

「新規利用者の開拓」

と「区民参加の促進」

● 地域の資産及び資源

の発掘と活用 

● 文化芸術に触れる区

民を拡大するために

アウトリーチを積極

的に行います。 

[達成指標] 

● これまで文化芸術に親

しむ機会が少なかった

子どもを含む子育てフ

ァミリー層や、障がいの

ある方などが楽しんで

参加できる事業を導入

します。 

● 区内にある文化的モノ、

コト、ヒトに積極的に光

を当て、事業に活用・紹

介していきます。 

● 相鉄線駅構内や商業施

設といった人の集まる

施設と、福祉施設や病

院、学校などの施設とい

う二つの方向で展開し

ていきます。 

[実施内容] 

● 聴覚障がい者にコン

サートを楽しんでい

ただくために「身体

で聴こう音楽会」を

実施しました。 

● 療育医療センターに

て出前コンサートを

実施し、重症心身障

がい児者やその家族

がコンサートホール

に行かなくてもクラ

シックコンサートを

楽しめる環境作りに

取り組みました。 

● 区内の小学校に講師

を派遣し、プロの音

楽家や画家による授

業を展開しました。

[達成状況] 

● 「身体で聴こう音楽

会」では 24 名のお客

様に体感音響システ

ムをご利用頂き、「音

楽が聴きやすかった」

等の高い評価を頂き

ました。 

● 療育医療センターで

のアウトリーチコン

サートは合計 4 回行

い、施設利用者から高

い評価を頂きました。

● 小学校への出前授業

は、合計 3回行い、全

小学校から、来年度の

継続の意向を頂きま

した。 

 

(2) 運営について 

ア 文化活動のための施設の提供について 

[取組内容] 

●効率的且つ安定した施

設の開館・運営を行いま

す。 

●利用者アンケートや利

用者懇話会からの声を

基に満足度向上・利用促

進を図ります。 

●施設利用者へ専門的な

利用方法等効果的なア

ドバイスを行います。 

[達成指標] 

●開館日数 ３４５日 

 休館日   ２０日 

 年末年始  

１２月２９日 ～1 月３日 

施設点検・消防設備点検 

14 日 

●様々な媒体を活用し、施設

のＰＲを充実させ、稼働率

向上に努めます。 

●舞台技術を含め、専門性を

[実施内容] 

●開館日数 ３４５日 

 休館日   ２０日 

 年末年始 

１２月２９日～1 月３日 

施設点検・消防設備点検

１４日実施しました。 

●様々な媒体でＰＲを

充実させました。 

 

●専門スタッフが常駐

[達成状況] 

●平成２３年度は２０日

休館し、３４５日開館し

てご利用いただきまし

た。 

 また、施設点検及び消防

 設備点検を実施しまし

た。 

●地域限定の新聞や情報

紙等に施設のＰＲを行

い、稼働率向上に努めま
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●周辺施設と連携して地

域全体の賑わい作りに

貢献します。 

 

 

 

●施設を有効活用し、施設

の魅力作り・活性化を図

 ります。 

●利用者へ施設のホー

ル・諸室の空き情報をリ

アルタイムで広く発信

します。 

 

もった職員が常駐して、利

用者からの相談・下見・利

用打合せをはじめ、トラブ

ル等緊急時にも迅速に対

応します。 

 

●二俣川ライフ、二俣川駅、

およびグリーングリーン

（平成 24 年度秋まで）等

との連携事業を展開して

いきます。 

 

●ロビーコンサートを引き

続き実施すると共に、施設

有効活用について区民か

らアイデアを募集します。

 

して、利用者の相談に

対応しました。 

 

 

 

 

●二俣川ライフや二俣

川駅、グリーングリー

ンとの連携を図りま

した。 

 

 

●区民企画委員を募集

して、率直な意見をい

 ただき、アイデアを生

かした企画を実施し

ました。 

した。 

●舞台技術を含めた専門

スタッフが常駐し、利用

者から寄せられる多種

多様な質問にこたえて 

 安心してご利用頂ける

ように対応しました。 

●「聖夜に贈るスペシャル

ジャズライブ」と第４２

回まねき寄席の２つの

催事で二俣川ライフと

グリーングリーンと連

携して事業を展開しま

した。 

  また、二俣川駅とも 

 連携して駅構内での

コンサートを実施しま

した。 

●区民企画委員の方たち

のご意見を基に企画し

た「バレンタインコンサ

ート」を実施しました。

イ 利用促進及び利用者サービスの向上について 

[取組内容] 

●利用者サービスの向上

に努め、既に行われてい

るサービスに加え、利用

者ニーズに合わせたサ

ービスを増やします。 

●アンケートやヒアリン

グ等から区民・利用者の

ニーズを的確に把握し

ます。 

●サンハート友の会を継

承し、会員へ更なるサー

ビス向上と共に強力な

サポーターとしての関

係作りを図ります。 

[達成指標] 

●施設利用者の発表会の広

報支援や直近 1 カ月以内

のホール・諸室の空き状況

をホームページで速やか

に発信する等により顧客

満足度を向上させます。 

●通年実施の利用者アンケ

ートや自主事業等期間限

定の来館者アンケートを

はじめ、ヒアリングの随時

実施と年 1 回利用者懇話

会を開催して、ご意見・ご

要望を的確に把握してサ

ービス向上に努めます。 

●改めてサンハート友の会 

 の会員登録を行い、会員か

[実施内容] 

●直近のホールや音楽

ホールの空き状況をホ

ームページにて、お知ら

せしています。 

 

 

●音楽工房の利用者や 

 自主事業での公演等 

 終了時にアンケート

を実施しています。 

●利用者懇話会を開催

し、お客さまから様々

なご意見・ご要望をお

聞きしました。 

 

●改めてサンハート友

[達成状況] 

●毎週月曜日に直近のホ

ールや音楽ホールの空き

状況をホームページにて、

お知らせして、利用者ニー

ズに合わせてサービスの

向上に努めました。 

●音楽工房の利用者や 

 自主事業での公演等 

 終了時に必ず、アンケー

トを実施して、利用者の

 要望や声を積極的にと

りいれるように努めま

した。 

●新たに会員特典を追加

したサンハート友の会

会員を募集し、ご入会い
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らの声を次年度の事業へ

反映させる等施設のサポ

ーターとして会の運営を

行います。 

 

の会の会員登録を行

いました。 

ただきました。 

  

 

 

 

ウ 組織的な施設運営について 

[取組内容] 

●事業企画・施設管理・舞

 台技術の経験・実績豊か

な職員・専門スタッフと

区民をはじめとした地

域スタッフを配置し、全

ての職員が適切なコス

ト感覚、効率的管理とホ

スピタリティ精神をも

った運営を行います。 

●職員・スタッフの施設運

営スキルアップのため

に研修を実施します。  

[達成指標] 

●以下の通り人員を配置し 

 運営します。 

【運営スタッフ】※２交代、

 常時 2名以上配置 

 館長  1 名 

 副館長 1 名 

 職員  5 名 

【舞台技術】※利用状況によ

り 1～3名  職員 4名 

【受付スタッフ】 

 カルチャースタッフ 12 名

 （地域採用） 

●機材研修、個人情報研修、

 消防訓練等を実施し、運営

に役立てます。      

[実施内容] 

●運営スタッフ７名 

 技術スタッフ４名 

 カルチャースタッフ 

 １２名、総勢２３名の

スタッフが、常時５名

以上で運営しておりま

す。 

 

 

 

●各種研修を実施しま

した。 

 

 

[達成状況] 

●運営スタッフ７名と

舞台技術の専門スタッ

フ４名、さらに横浜市旭

区民文化センターとし

ての受付業務を熟知し

たカルチャースタッフ

１２名との相互協力に

より、円滑かつ効率的な

管理運営を行いました。

●個人情報研修と消防

訓練をスタッフ全員で

実施しました。また、運

営・技術・受付スタッフ

各担当で普通救命講習

を受講しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 8 - 

 

 

 

利用状況等について 

２３年度 
施設名 

稼働率 利用者人数 

大ホール 92％（69％） 51,490 人

小ホール 95％（76％） 24,205 人

その他  75,288 人

合計  150,983 人

 ※稼働率：日にち単位（時間帯単位） 

(3) 管理について 

ア 安全で効率的な維持管理・予防保全、快適な環境の維持管理について 

[取組内容] 

●安全・安心できる施設の

維持 

 

●定期的な設備点検 

●必要に応じた緊急点検 

 

 

●施設設備の予防保全 

 

 

 

 

●快適な環境の維持 

[達成指標] 

●設備保守管理項目を遵守

し、定期的な施設点検を実

施します。 

●老朽化した建築、設備のリ

スクマネジメント評価を

行い、修繕計画の適正化を

図ります。 

●月１回の定期的な施設点

検の他に、建築点検マニュ

アルに準拠した点検及び、

建築物定期報告に準拠し

た点検を年１回行います。

●清掃項目一覧及び清掃内

容一覧を遵守し、日常・定

期清掃を実施します。 

●美観を維持するように取

り組みます。 

●環境に配慮し、廃棄物の発

生抑制に努めます。 

●空気環境測定（VOC 等を含

む）を実施し、結果報告書

を作成します。 

●社内による、業務の品質管

理点検を実施し、特別清

掃・日常清掃の計画を策定

[実施内容] 

●設備保守管理を的確に

 行うために定期的に

施設点検を実施して

います。 

●老朽化した施設内の

修繕すべきところを 

 優先順位を決めて、順

次、改善を行っており

ます。 

 

 

 

●清掃関連については 

 日常清掃・定期清掃 

 を実施しました。 

●美観を維持するため

に館内の共有スペー

ス等に配慮した取り

組みを行いました。 

●空気環境測定を毎月

実施し、結果報告書を

作成しました。 

●担当者だけでなく、他

の担当スタッフから

業務について意見を

[達成状況] 

●設備保守管理として 

 定期的に施設点検を 

 実施しました。 

 

●老朽化した施設内の修

繕を実施しました。 

 

●毎月１回の施設点検と

年に１回の建築物点検

を建築物定期報告に準

拠して実施しました。 

 

●清掃については、日常清

掃と定期清掃を実施し

ました。 

館内の害虫駆除・水質検

査（レジオネラ菌等） 

 空気環境測定など定期

的に実施しました。 

●エレベーター前の窓側

に観葉植物を配置しま

した。また、情報コーナ

ーにミニサイズの観葉

植物と生花を配置して、

美観を配慮して館内を
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します。 

●ヨコハマ３R 夢など市の

施策や事業に協力します。

 

 

 

収集し、相互の意見に

より業務内容を見直

し改善を順次実施し

ています。 

明るくソフトなイメー

ジにしました。 

●燃えるゴミ・プラスティ

ック・びん・缶・など 

 分別ごみの収集を利用

者にもお願いして、実施

しました。 

 

(4) その他について 

ア 危機管理対策について 

[取組内容] 

●緊急時の対応 

●利用者の安全・安心を確

保 

●防災管理 

[達成指標] 

●緊急内容別（事故、犯罪、

火災、設備故障など）に連

絡網を整備し、市に提出し

ます。 

●大規模災害等が発生した

場合は、行政機関との協力

を行っていけるように取

り組みます。 

●BCP 計画策定の基礎資料

を作成します。 

●近隣在住職員をあらため

て確保します。 

●事故、犯罪及び火災等を発

生させないために、職員に

よる定時巡回を実施し、職

員不在となる時間帯など

には機械警備を行います。

●消防計画書及び対応マニ

ュアルを作成します。自衛

組織を結成、日常の防火・

防災に努めます。催事の際

は、避難導線の確保の指導

を行います。年２回防火・

防災訓練を実施します。 

[実施内容] 

●緊急時のマニュアルや

連絡網を整備して、市

に提出しました。 

●大規模な災害が発生し

た際に、行政機関と協

力していきます。 

 

 

 

 

●受付カルチャースタッ

フ及び運営スタッフも

相鉄沿線の在住職員を

 極力採用しました。 

●適宜、館内をスタッフ

が巡回し、異常を早期

発見・早期対処できる

 ようにしております。

●消防計画書および、対

応マニュアルを作成し

ました。日頃の防火・

防災に努め、日々安全

確認のチェックを実施

しています。 

 また、催事の際は、利

用団体の責任者に対

し、避難誘導確保につ

いて指導を行っており

ます。 

[達成状況] 

●横浜市より「帰宅困難者

一時滞在施設」として 

 サンハートは指定され 

 ました。緊急時の受け入

れについて、旭区の主要

な関係各署と連携して、

市民の受け入れに協力

体制を更に進めていき

ます。 

 

●受付カルチャースタッ

フ１２名と運営スタッ

フ６名は、旭区在住ない

し、相鉄沿線在住の職員

で運営しています。 

●適宜、受付カルチャース

タッフや技術スタッフ 

 運営スタッフが館内を 

 巡回およびモニター監

視により、異常時の早期

対処ができるように周

知しております。 

●消防計画書により、年に

２回の防災訓練を全ス

タッフで、実施しまし

た。 

また、実際に水消火器を

使用した消火訓練も実

施しております。 



 

 - 10 - 

 

５ 収支決算額について 

 

収支決算書                                   （単位：円） 

項目 予算額 決算額 差額 備考 

収入 

指定管理料収入 102,000,000 102,000,000 0  

利用料金収入 35,000,000 33,514,720 △1,485,280  

事業収入 4,500,000 4,056,295 △443,705  

その他収入 1,000,000 1,447,647 447,647  

合計 142,500,000 141,018,662 △1,481,338  

 

支出 

人件費 67,500,000 67,161,460 △338,540  

管理費 54,200,000 53,556,314 △643,686  

保守管理費 17,000,000 17,070,670 70,670  

舞台保守費 4,000,000 4,121,800 121,800  

修繕費 2,000,000 1,478,085 △521,915  

光熱水費 13,000,000 12,725,802 △274,198  

内
訳 

負担費 18,200,000 18,159,957 △40,043  

事業費 10,000,000 7,214,093 △2,785,907  

事務費 6,200,000 4,634,882 △1,565,118  

一般管理費 4,600,000 7,050,933 2,450,933  

合計 142,500,000 139,617,682 △2,882,318  

 

収支計 0 1,400,980 1,400,980  
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【別紙】自主事業実績一覧 

No 実施時期 主催 

共催 

事業タイトル 会場 事業内容 入場料・受講料 入場者数 

（見込者数） 

1 23 年 6 月、9

月、12 月 

24 年 3 月 

年間計 4回 

主催 あさひ亭 

まねき寄席 

（鑑賞） 

ホール 若手落語家による公

演。ファンが多く、定

着している企画の継

承。幅広い客層への

PR を行い、開拓に繋

げた。 

一般 2,500 円 

（当日 2,700 円） 

中学生以下 1,500円 

（当日 1,700 円） 

ペア 4,000 円 

（前売りのみ） 

第 40 回：221 人

第 41 回：207 人

第 42 回：159 人

第 43 回：166 人

計 753 人 

（1,200 人） 

2 23 年 

6 月、7月、

9月、10 月、

11 月、 

24 年 2 月 

年間計 6回 

主催 アウトリーチコ

ンサート、講座 

（普及） 

区内各

所 

相鉄線の駅構内や区

内の福祉施設へアウ

トリーチを行い、サン

ハートへ来られない

方へ鑑賞機会を提供。

無料 福祉：380 人 

小学校：381 人

駅：300 人 

計 1,061 人 

（1,200 人） 

3 23 年 6 月、8

月、10 月、1

月 

年間計 4回 

主催 ロビーコンサー

ト 

（普及） 

ホール

ロビー

ホールのロビーでク

ラシック系を中心と

したコンサートを実

施。定着しているファ

ン層に加えて、子育て

ファミリー層の関心

を高める内容を強化 

無料 Vol.1：264 人 

Vol.2：301 人 

Vol.3：209 人 

Vol.4：320 人 

計 1,094 人 

（600 人） 

4 23 年 8 月の

一週間 

年間 1回 

主催 サンハートミニ

ギャラリー 

（普及） 

アート

ギャラ

リー 

一般から展示作品を

募り、作品数の少ない

方にも展示機会を設

けた。 

無料 150 人 

（1500 人） 

5 23 年 8 月 

年間 1回 

主催 オープンデー 

（普及） 

諸施設 アートスクールのコ

ンセプトで、ラテンジ

ャズやヒップホップ

ダンス入門、キャンド

ル工房、区民ミュージ

カルのオープンリハ

ーサル等、参加型のイ

ベントを開催した。 

無料 

一部有料 500 円 

171 人 

（1,500 人）

6 23 年 10 月

より 24 年 3

月まで毎月 

年間計 6回 

主催 サンハート美音

倶楽部（名盤ア

ワー） 

（普及） 

カルチ

ャー工

房、ホ

ールロ

ビー 

区民所有のアナログ

レコードを真空管ア

ンプを使って鑑賞。 

無料 90 人 

（700 人） 
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7 23 年 9 月 

年間 1回 

主催 身体で聴こう音

楽会 

（普及） 

音楽ホ

ール 

体感音響システム（パ

イオニア製）を使い、

聴覚障害のある方を

始め、誰でも楽しめる

コンサートを実施。 

無料 93 人 

（100 人） 

8 23 年 10 月 

年間 1回 

主催 親子でリズム！

リズム！！リズ

ム！！！ 

（育成） 

ホール 子育て中のママ、パパ

と赤ちゃんが初めて

音楽と親しむ企画 

親子セット1,000円 

（大人 700 円、子供

300 円） 

134 人 

（300 人） 

9 23年 11月 1

週間 

年間 1回 

主催 ステューデント

ギャラリー 

（育成） 

アート

ギャラ

リー 

学生を中心に公募で

参加者を募り、似顔絵

のワークショップを

実施。ワークショップ

参加者の作品は、アウ

トリーチで同様の授

業を受けた小学生の

作品や講師の黒田氏

の作品と一緒にギャ

ラリーに展示 

無料 350 人 

（2,500 人） 

ワークショップ 

参加者数  8 人 

10 23年 11月 2

日間 

共催 旭区民ミュージ

カル 

（交流創造） 

ホール 区民参加のミュージ

カルに発表の場を提

供した 

一般 1,500 円 

子供・65 歳以上

1,000 円 

850 人 

（1,200 人） 

11 24 年 3 月 

年間 1回 

主催 ファミリーコン

サート 

（鑑賞） 

ホール 一流の演奏家による

乳幼児から一緒に楽

しめるクラシックコ

ンサート 

一般 1,000 円 

小学生以下 500 円 

3 歳以下膝上無料 

239 人 

（300 人） 

12 23 年 12 月 

年間 1回 

主催 サンハートスペ

シャル 

佐山雅弘クイン

テットライブ 

（鑑賞） 

ホール 23 年度から始まるジ

ャズクリニックの講

師を務める佐山氏の

コンサート。質の高い

ライブを楽しんでい

ただいた。 

一般 3,000 円 

（当日 3,500 円） 

高校生以下2,000円 

（当日 2,500 円） 

ペア 5,000 円 

（前売りのみ） 

289 人 

（300 人） 

13 24 年 1 月 主催 シアターライブ 

ジャズ絵本 

（鑑賞） 

ホール 絵本をプロジェクタ

ーで映写して、作詩家

能祖将夫の朗読と佐

山雅弘による即興の

ジャズ演奏をあわせ

る。旭区の昔話をテー

マにした新作パント

一般 1,500 円 

（当日 2,000 円） 

小学生 1,000 円 

（当日 1,500 円） 

未就学児 500 円 

（当日 1,000 円） 

118 人 

（300 人） 
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マイム公演を制作 

14 23 年 4 月か

ら通年 

 ホームページ等

による情報提供 

 ホームページや館内

の掲示板の刷新、ブロ

グの立ち上げにより、

情報提供機能を充実

させた 

 

15 23 年 4 月か

ら通年 

 相談窓口  相談窓口を設け、区民

の文化活動に関する

相談に応じた 

 

16 23 年 5 月か

ら月 1回 

年間計11回 

 区民企画委員  区民企画委員を再募

集して、サンハートの

事業企画・運営に関す

る会議を実施した。ま

た「バレンタインコン

サート」を企画運営し

た。 

 

17 24 年 3 月 

年間 1回 

 利用者懇話会  利用団体同士の交流

を図り、よりよい施設

づくりを探る 

 

18 23 年 4 月か

ら通年 

 サンハート友の

会 

 「友の会制度」を継

承。毎月サンハートの

情報を送ると共に、自

主事業のチケットを

1割引きで提供した 

 

19 24 年 3 月か

ら 

 ロビーイベント

出演者募集 

 24 年度の新企画「サ

ンハートアンサンブ

ルオーディション」に

ついて、告知を行っ

た。 

 

20 23 年 4 月か

ら 

 サンハートサポ

ーター制度 

 よりよい施設運営の

ために企業協賛の仕

組みを作った。 

 

21 23 年 7 月、8

月、10 月 

年間計 3回 

主催 チャリティーコ

ンサートシリー

ズ 

（鑑賞） 

ホール 3 月 11 日に発生した

東日本大震災被災地

復興支援の為、23 年

度に多種多様な自主

事業で協力頂いたア

ーティストにチャリ

ティーコンサートと

一律 500 円 

（全額を日本赤十

字社へ寄付） 

587 人 
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してソロ公演を行っ

て寄付を募った。 

 


