[ 横浜市旭区民文化センター ]
平成２６年度事業報告書及び収支決算報告書
[ 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

鉄骨コンクリート造
地下１階地上６階建の、地上５階および６階の一部を専有

敷地・延床面積

専有面積 ２，５６４㎡

開

平成２年８月４日

館 日

２.指定管理者
法

人 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

代表団体所在地

横浜市神奈川区栄町５番地１

代表団体代表者

代表取締役 三浦彰久

代表団体設立年月日

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
◆ 旭区民がいきいきと充実した生活を送るための文化芸術を通じた「喜びづくり」
指定管理者としてサンハートの運営業務を行うにあたり、
「お客様の喜びを実現する」を理念に
掲げ、
『地域に根ざした指定管理者』として、横浜市旭区民文化センターの運営を通して区民の喜
びをつくり、旭区の地域活性化、地域価値向上に貢献してまいりました。
ビジョン実現のためのミッションは、旭区民文化センター及び旭区の現状を踏まえて、「高い利
用率の確保とご利用者満足度の向上」
、
「世代間交流」、
「次世代の育成」を意識して策定した本年度
の事業計画に沿って全ての事業を計画通り達成することができました。
年間の利用率については、更なる向上に努めましたが、大幅に変更となった新予約システムの導
入と高齢化に伴い、前年度比３ポイント減の 79％となりました。
収支面では、自主事業収入は予算を大幅に上回りましたが、電気料金の使用量増加により、光熱
水費が予算を上回った結果、収支合計ではわずかではありますが、176,950 円の黒字となりました。
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（２）２６年度の業務の方針及び達成目標の総括
１. 事業の総括
これまでの「育成」
「交流」
「創造」というテーマを、館内事業だけでなく館外活動にも広げ、地域
における「文化的コモンズ」の形成に向けた取り組みを実働、発展させる年となりました。
＜地域資産を活用したユニークな芸術文化の創造と発信＞


旭区ゆかりの名将畠山重忠公の生誕８５０年を記念し旭区全体で行われた「畠山重忠生誕８５
０周年事業」のトリとして、平成２５年度に初演した詠み芝居「重忠と菊の前」の再演を行い
ました。事業のクライマックスとして畠山重忠について区民の皆様により身近に感じていただ
く機会を提供する事ができました。



旭区役所との広報連携をはじめ、旭区ガイドボランティアの会によるパノラマ展示、横浜歴史
博物館による鎧兜のレプリカ展示、区内の菓子店によるオリジナルスイーツの開発と販売など
様々な取り組みを行い、旭区の地域活性化・文化振興に寄与しました。

＜質の高い育成事業の実施と「文化的コモンズ」形成への取り組み＞


平成２４年度から継続的に開催している「演劇ワークショップ」及び「ジャズクリニック」で
は、それぞれ３０名・２０名の受講者が数カ月にわたりサンハートで練習やプロによる指導を
受けました。最終日には、それぞれサンハートホールの舞台で観客を前にパフォーマンスを行
いました。



演劇ワークショップ終了後、受講者には自主事業開催時の「フロントスタッフ」や「読み聞か
せサポーター」への参加の機会を提供し、サンハートを拠点とした新たなコミュニティーの形
成と文化活動の活性化に繋げる事ができました。



ジャズクリニック終了後、受講者有志によるジャズアンサンブルの結成と定期的な練習が提案
され、参加者自ら、新たな活動の計画を進めています。

＜文化的専門施設としての地域貢献への取り組み＞


「アンサンブル・オーディション」では、県外（仙台・名古屋）からの参加が増加し、事業自
体や施設、さらに地域としての認知度向上に寄与しました。



オーディション入賞者を地域の福祉施設や公共の場へ派遣し、
「公共の場の賑わいづくり」
「コ
ンサートによる施設の PR 活動」
「利用者への感謝の気持ちの表現」などの様々なニーズに応え、
カスタムメイドの出前コンサートを運営しました。

＜区民自らが支える「マイホール」意識の醸成＞


「区民企画委員」による人気企画「バレンタインコンサート」の継続実施に加え、昨年度好評
を博した「あさひ名画座」を本格始動させ、映画館のない旭区の「映画館」の役割を担う存在
へ成熟させる事ができました。



「運営サポーター」を増員し、自主事業におけるフロント業務運営面の強化を図りました。ま
た、それによって地域に寄り添う運営を実現させる事ができました。

２. 運営の方針
＜顧客満足度の高いサービスの提供＞
「施設を利用できる時間」
、
「情報提供」
、
「利用相談への対応」、
「利用者支援」など、利用者・
来場者の立場に立ったユーザビリティの高い施設運営を行い、顧客満足度を高めました。
＜レベルの高い接遇・接客＞
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安心と信頼の獲得のために、
「職員の接遇・接客」に関する研修を行い、職員一人ひとりの“顔”
が見える施設を目指しました。
＜ニーズの把握の徹底と改善への反映＞
利用者・区民の声を収集する機会としてアンケートを定常的に実施いたしました。また、利用
者懇話会を年度末に開催したほか各種団体との合同連絡会へ参加し、利用者と共に課題の抽出
や改善に取り組みました。
＜個人情報保護の徹底＞
９月の休館日に、個人情報保護について職員・スタッフ全員を対象とした研修会を実
施し、その後理解度チェックテストを行いました。その結果、施設全体として個人情報
の漏えい事故等は発生致しませんでした。
３. 管理の方針
＜二俣川駅北口共同ビル管理組合との一体管理＞
構成団体である相鉄企業㈱は二俣川駅北口共同ビルの管理組合事務業務と建物維持
管理業務を併せて受託しています。その利点を活かし、効率的な管理を追求しコストパ
フォーマンスの高い維持管理を実現する事が出来ました。
＜施設予防保全の実現＞
「今、施設や設備がどのような状態か」を踏まえて「今後施設や設備はどうなっていく
か」について、将来を見据えた予防保全・長寿命化対策に取り組みました。

２

自主事業に関する計画

（事業フレーム等については【別紙１】に記載）

（１）文化事業の企画および実施について
[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

□





●鑑賞事業
□

□

身近で良いものを

「あさひ亭まねき寄席」

「あさひ亭まねき寄席」

「あさひ亭まねき寄席」では

を計３回開催しました。

全体で６７４名、フルートコ

「気軽にクラシック

ンサートでは、小中学生を中

トコンサート（仮称）」

LYNX フルートアンサンブ

心に１２８名の来場と９名の

を実施します。

ル」では、トーク付きの

体験がありました。

旭区ゆかりの名将畠山

コンサートの他、一般の

ートスペシャル」

重忠生誕８５０年を記

方々が開演前に出演者か

では、二日間の公演で計３４

として、一流のア

念し、「詠み芝居畠山重

ら指導を受け、本番の舞

０名が参加、地元企業４社か

ーティストによる

忠 (仮 称) 」を実 施しま

台に一緒に立つという参

らの協賛、２社とのオリジナ

公演を実施し、地

す。地域資源を活かすこ

加型の企画を行いまし

ル菓子開発、２団体との展示

域の文化芸術活動

とで、サンハートと旭区

た。

連携を行い、幅広い客層へ多

を牽引し、地域活

への愛着を深め、区民の

地域の様々な団体と協力

様なアプローチを行う事がで

性化につなげま

皆様から愛される施設

し「詠み芝居

きました。

す。

を目指します。

の前」
（２日公演）の再演

参加者を対象としたア

を成功に導きました。

手ごろな価格で鑑

の継続、クラシック音楽

賞できる環境を整

の魅力を伝える「フルー

え、地域のニーズ
に応えます。
年に一度「サンハ

□

□

ンケートを引き続き実
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重忠と菊


「詠み芝居

重忠と菊の前」

アンケート実施状況
平均回収率：４９％
平均満足度：９４.９％

施し、寄せられた意見を

（※平均満足度は、

事業に反映し、満足度８

「回答なし」を除いた割合）

０％以上を目指します。

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

□





●普及事業
□

□

これまで芸術文化

「ロビーコンサート」や

「親子で楽しむ音楽会」

全３回のロビーコンサートで

にあまり接点のな

「親子で楽しむ音楽会」

では昨年に引き続き西本

は、計１００５名のお客様に

かった芸術文化初

等、若年層、特に子育て

梨江さんによるえほんコ

ご来場いただきました。アン

心者も気軽に参加

ファミリーが、関心を高

ンサートを開催し、子ど

ケートでは「3 歳の子供がい

できるような企画

め、気軽に参加できるコ

もたちが自由に伸び伸び

るので心配だったが、スタッ

を実施します。

ンテンツを継続します。

と音楽に触れ合う機会を

フの配慮がとても親切だっ

提供しました。

た。」とのお声を頂戴しまし

昨年度派遣実績のある

た。

何らかの理由で来

□

サンハート・アンサンブ





館が困難な方々

ル・オーディションの入

「ほっとぽっと」から今

が、芸術文化活動

賞者との連携を深め、ア

年は二回の派遣要請を受

約４０％増となる計３８９名

から離れていくの

ウトリーチ先への派遣

け、さらに新たな会場と

のお客様にご来場いただき、

を防ぐため、アウ

事業を継続実施します。

の繋がりを作る事ができ

人気企画として定着しまし

トリーチ等の出前

昨年度に引き続き、新規

ました。

た。

事業を展開しま

アウトリーチ先へのア

す。

プローチと開拓を積極

学校：５校

的に実現します。

福祉施設：３回



えほんコンサートは、昨年の

アウトリーチ実施実績

公共の場（駅）：２回

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

□





●育成事業
□

□

文化芸術を担う次

アンサンブル・オーディ

オーディションでは「弦

オーディションでは、全１４

の世代の育成を図

ションを継続実施し、若

楽ピアノデュオ」
「管楽ピ

組の個性溢れるアンサンブル

ります。

い演奏家に研鑽と演奏

アノデュオ」
「室内楽」の

に出場いただき、うち８組が

区民企画委員の事

の場を提供します。

三部門を行いました。

本選出場、さらに４組が入賞

「あさひ名画座」では映

しました。入賞した４組は大

業拡大、区民運営

□

昨年実施した「あさひ名



サポーターの募集

画座」を発展させ、区民

画上映会を２回、映画づ

阪国際音楽コンクールへ推薦

を行います。

企画委員・運営サポータ

くりワークショップを１

し、１組が入賞しました。

ーの活動の幅を広げま

回実施しました。

す。



「あさひ名画座」では、上映
終了後交流会を開催し、のべ
３２名が映画や地域活動につ
いて交流を深めました。

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

●交流創造事業
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[達成状況]

□

□

サンハートと区民

□

演劇・ジャズともにワー



演劇ワークショップで



演劇ワークショップ修了生に

が一体となって文

クショップ第三期とな

は、前年度よりさらに完

は、
「バックステージツアー」

化芸術を育む事が

る本年は、これまで培っ

成度の高い舞台発表を目

や「読み聞かせサポーター養

出来る企画を実施

てきたワークショップ

指し、グループワークを

成講座」への参加を案内し、

します。

の経験を活かし、受講生

重視したワークショップ

ワークショップ終了後もサン

事業を通じて区民

の拡大や事業終了後の

を行いました。

ハートを拠点とした主体的な

が交流し、互いに

さらなる活動を視野に

ジャズアンサンブルで

文化活動を行えるような基盤

刺激し合い芸術的

入れて実施します。

は、継続参加者がリーダ

を作る事が出来ました。

受講生の満足度７０%以

ーシップを取り、自主的

上を目指します。

な練習やメーリングリス

（※満足度は、

指導者となるプロのア

トの活用などチームワー

「回答なし」を除いた割合）

ーティストから客観的

クを高める取り組みを行

な評価を頂き、次年度に

いました。

且つ社会的に成長

□

できる環境を提供
します。

□







満足度：９５.８％

ジャズクリニック講師から
は、今回、参加者が積極的に

活かせるような運営体

自主練習や意見交換をできる

制を整えます。

環境を作ったことが、演奏力
の向上に繋がったとの意見を
頂きました。

（２）地域の文化活動に対する協力体制の構築（サポーター制度）について
[取組内容]
●地域活性化、地域価値

[達成指標]
□

催し物案内への広告提

[実施内容]

[達成状況]





旭ジャズまつりとの広告

催し物案内への広告の他、個

向上等の目的を共有

供や事業への協賛を積

バーターを継続しまし

別の主催事業で、地元企業か

する企業や団体との

極的に呼びかけます。

た。

らの協賛（４件）や物品提供

協力体制を築きます。 □

二俣川ライフ内の店舗

「友の会」会員へ向けた

（１件）をいただきました。





●旭区の優れた文化事

と「友の会」会員を対象

特典の中で、ライフ店舗

二俣川ライフ内サービス店

業には事業共催を通

としたクロスプロモー

からのお得なサービス提

９店との提携を継続しまし

して支援します。

ションを継続実施しま

供をいただきました。

た。

す。

（３）自主事業に関する情報の提供及び効果的な広報宣伝活動について
[取組内容]
●館の顔としての自主

[達成指標]
□

あらゆるＰＲ手法を昨

[実施内容]

[達成状況]





自主事業の広報について

二俣川駅頭でのチラシ配布で

事業の活動を広く告

年に引き続き活用しま

は、広報印刷物での告知

は、職員と区民企画委員が協

知宣伝します。

す。

に加え、ホームページや

力して、あらゆる客層へアプ

徹底したスケジュール

SNS を使ったオンライン

ローチする事ができました。

客層を把握し、一番適

管理を行い、戦略的なＰ

広報、区報・横浜市アー

切な手段でＰＲ活動

Ｒ活動を行います。

トナビを通じた各種媒体

などの SNS を活用し、若年層

二俣川駅頭でのチラシ

への掲載、プレスリリー

へのアプローチに加え、相互

＜ＰＲ手法の例＞

配布や、近隣マンション

スを通じた各種フリーペ

コミュニケーションを取る事

①催し物案内

へのポスティングなど、

ーパーへの情報掲載な

で、主催事業の宣伝だけでな

●ターゲットとなる顧

を行います。

□

□
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ツイッターやフェイスブック

②プレスリリース

職員自ら積極的に広報

ど、幅広いメディアへ向

く館全体の好感度アップに繋

③区報

活動を実施します。

けた発信とフォローアッ

げる事ができました。また、

他館との協力体制を強

プを行いました。

次年度（平成 27 年度）に向け

区民企画委員や運営サポ

ホームページを全面リニュー
アル致しました。

④ウェブサイト

□



⑤印刷物

化し、告知物の配架・配

⑥館内掲示

布など互いに助け合い

ーターなど地域のネット

⑦ソーシャルネット

ながら効果的なＰＲ活

ワークを使った口コミで

ワーキングサービス

動を実施します。

の宣伝も積極的に行いま

事業の顧客層へマッチ

した。

⑧広告

等

□

した場所（学校・楽器店
など）への広報物配架依
頼を強化し、新規広報協
力箇所を開拓します。

（４）自主事業を中心とした事業全体のマーケティングについて
[取組内容]
● 区 民 目 線 での 利 便

[達成指標]
□

従来の来館型チケット

[達成状況]





区役所との連携で行われ

「あさひ亭まねき寄席」では、

性を徹底的に検証

販売方法のほか、あらゆ

た「重忠と菊の前」では、

友の会会員へ向けた先行販売

し、事業が認知され

る客層に対応した多種

区役所内の売店にてチケ

も行ったため、公演当日の会

てから参加に至る

多様な販売方法を考案

ット販売を行いました。

場での販売は以前ほど混雑す

までの一連の流れ

します。

リピーターの多い「あさ

る事がなくなり、スムーズな

友の会会員数 140 名を

ひ亭まねき寄席」では、

運営につながりました。

目標とします。

公演会場内で次回のチケ

を改善します。
● 固 定 客 に 対し て チ

□





カンフェティでは新たにクレ

ケット割引サービ

ットの先行販売を行い、

ジットカード清算機能が追加

ス等を提供する「友

来場者目線でのサービス

され、より便利に使用いただ

の会」制度を継続し

を継続しました。

けるようになりました。



ます。

３

[実施内容]

オンラインで予約・清算



友の会会員数：１１８名（※

が可能な「カンフェティ

会員の高齢化に伴い、更新さ

ウェブ」を継続使用し、

れない方や退会される方が増

利便性を高めました。

加しました）

施設の運営に関する計画

（１）顧客満足度の向上について
[取組内容]
◆利用者サービスのさらなる

[達成指標]
□

施設利用者が主催する発

[実施内容]

[達成状況]





施設利用者の発表会

館 内で実施 する施設

向上に努め利用者ニーズに

表会の広報支援、直近１

等のポスターやチラ

利 用者の広 報支援は

合わせたサービスを増やし

ヶ月以内のホール・諸室

シを館内に掲示・配架

もとより、他館での公

ます。

の空き状況をホームペー

し、広報支援を行いま

演 チラシも 配架協力

ジでリアルタイムに発信

した。また、ホームペ

をするなど、利用者の

する等により顧客満足度

ージ内で直近 1 ヶ月以

芸 術活動を 積極的に

を向上させます。

内のホール・音楽ホー

支援しました。空き状
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◆アンケートやヒアリング等

□

各年実施の利用者アンケ

ルの空き状況を毎週

況 について は電話対

から区民・利用者のニーズを

ートや自主事業等の来館

月曜日に更新、発信し

応も含め、利用者に対

的確に把握します。

者アンケートをはじめ、

ました。

し て丁寧な 対応に心

自主事業実施時の来

がけました。

ヒアリングの随時実施と





年１回利用者懇話会を開

場者アンケート、及び

催して、ご意見・ご要望

利用者懇話会を継続

場者アンケートでは、

を的確に把握してサービ

実施しました。また、

事 業につい ての評価

ス向上に努めます。

受付スタッフによる

お よび感想 をうかが

改めてサンハート友の会

ヒアリングを日常的

うとともに、ニーズを

会員へのサービス向上と共

の会員登録を行い、会員

に行いました。

把 握し次年 度の事業

に強力なサポーターとして

からの声を次年度の事業

26 年度友の会会員（継

計 画に反映 させるこ

の関係作りを図ります。

へ反映させる等施設のサ

続・新規）を募集しま

と ができま した。ま

ポーター的存在として会

した。会員特典につい

た、利用者懇話会では

の運営を行います。また、

ては、二俣川ライフ内

利 用頻度の 高い団体

会員特典の充実等を図

飲食店で使用できる

様をランダムに選出、

り、会員数増をめざしま

割引やサービスを各

率直なご意見・ご要望

す。

店舗に協力依頼しま

を うかがう ことがで

した。

きました。

◆サンハート友の会を継承し、 □





自 主事業開 催時の来

魅力的な特典を提供
致しましたが、目標値
が高かったこともあ
り、友の会の会員数は
目標数には届きませ
んでした。なお、会員
の方はご来館される
ことが多いため、その
都度ヒアリングを行
い、事業や施設運営に
ついてご意見をうか
がいました。

（２）的確な施設提供の実現について
[取組内容]
◆効率的且つ安定した施設の

[達成指標]
□

開館・運営を行います。

開館日数
休館日

◆利用者アンケートや利用者
懇話会からの声を基に満足

３４５日



２０日

年末年始

１２月２９

年末年始

施設点検・消防設備点検

□

「催し物案内」をはじめ、
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[達成状況]
345 日
20 日



臨時の休館等もなく、
所期の予定通り 345

12/29～1/3

日の開館を達成しま

施設点検・消防設備点

した。また、施設点

14 日


１４日

開館日数
休館日

日～１月３日（６日）

度向上・利用促進を図りま
す。

[実施内容]

検・消防設備点検も予

催し物案内や各種媒体

定通り実施すること

に加えて、フェイスブ

ができました。

◆施設利用者へ専門的な利用

□



昨年度全面的にリニ

様々な媒体を活用し、施

ックやツイッターなど

設のＰＲを充実させ稼働

ＳＮＳを使用した情報

ューアルした催し物

率向上に努めます。

発信を実施しました。

案内については、「見

舞台技術（音響・照明）

やすくなった」「読み

舞台技術を含め、専門性



方法等効果的なアドバイス

をもった職員が常駐し

の専門職員が常駐し、

応えがある」などの評

を行います。

て、利用者からの相談・

利用者の相談に丁寧に

価をいただきました。

下見・利用打合せをはじ

応えるととともに、利

め、トラブル等緊急時に

用に際してきめ細かな

技術の高さ、真摯な対

も迅速に対応します。

プロデュースを行いま

応に対してご利用者

旭区内の諸施設、二俣川

した。

からお褒めの言葉を

相鉄線「二俣川」駅お

いただいたり、来場者

◆周辺施設と連携して地域全

□





舞台技術担当職員の

体の賑わい作りに貢献しま

駅等との連携事業を展開

す。

していきます。

よび駅北口「二俣川ラ

アンケートにも音

ロビーコンサートを引き

イフ」等と連携し、
「駅

響・照明などを評価す

続き実施すると共に、施

de ライブ」、
「友の会」

る回答が少なくあり

設有効活用について区民

事業などを実施、推進

ませんでした。

からアイデアを募集しま

しました。

◆施設を有効活用し、施設の魅

□

力作り・活性化を図ります。





「二俣川」駅との連携

ホールロビーを使用し

で開催した駅構内で

予約システムで閲覧でき

た「ロビーコンサー

のコンサートには毎

の空き情報をリアルタイム

ない直近１ヶ月以内のホ

ト」
、サンハート会議室

回多数の来場者を集

で広く発信しま

ール・諸室の空き情報を

を使用した「美音倶楽

め、賑わい感を創出。

す。

施設内のみならず、ホー

部」の実施など館内ス

また、
「友の会」や自

ムページでもリアルタイ

ペースを有効に活用し

主事業とビル商店会

ムに更新し、広く発信し

ました。

との連携を実施し、相

直近の空き状況をホー

互の集客向上を図る

ムページで随時更新し

ことができました。

す。
◆利用者へ施設のホール・諸室

□



ます。

ながら公開。また、館



館内スペースを有効

内に数ヵ月にわたる各

利用して実施した自

室場の予約状況を掲出

主事業等はいずれも

し情報提供を行いまし

好評を得、年間を通し

た。

て多数の来場者を獲
得しました。また、新
聞閲覧専用コーナー
を拡大したことから
利用者間のトラブル
も減少しました。


リアルタイムな情報
発信に努めるととも
に、ネットユーザーで
はないご利用者（特に
高齢者）については電
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話、窓口で丁寧な情報
提供やご相談にお応
えしました。また、新
予約システムの運用
開始にあたっては、さ
らに丁寧な対応をこ
ころがけ、大きなトラ
ブルの発生を未然に
防ぐことができまし
た。

（３）的確な広報の展開について
[取組内容]
◆地域・区民の文化芸術情報発

[達成指標]
□

情報コーナーでは、文化

[実施内容]

[達成状況]





文化芸術関係の図書類

情報コーナー（無料ス

信拠点としての役割を担い

芸術資料として、雑誌・

を情報コーナーに配架

ペース）については、

ます。

図書・情報誌を設置する

し、情報誌等について

施 設ご利用 者のみな

ほか、類似の他施設情報

は常に最新刊を閲覧で

らず、多数の一般来館

の紹介を行うなど様々な

きるよう配置にも工夫

者 の方々（ 月平均約

文化芸術情報を得る事が

をしました。情報コー

1,000 人）にもご利用

できるスペースとして整

ナー周辺には、横浜市

いただきました。「催

備します。

内はもとより神奈川県

し物案内」を大型化し

毎月の催し物案内発行

内各地域の公共施設情

た ことで催 事情報だ

媒体・手段により、効率的な

（平成２５年度リニュー

報なども用意しまし

けではなく、アーティ

広報・宣伝活動を実施しま

アル）
、ホームぺージのリ

た。

ス トや利用 団体様へ

す。

アルタイム更新をはじ

毎月発行の「催し物案

の インタビ ュー記事

め、当事業体ならではの

内」を昨年度から大型

な ど様々な 情報を掲

媒体（交通広告・広報紙

化し、より多くの情報

載・発信することがで

等）を有効に活用しＰＲ

を掲載できるようリニ

きました。交通広告・

を行います。

ューアルしました。ま

地 域情報紙 などを有

た、当事業体ならでは

効に活用し、自主事業

の媒体（交通広告、地

の 集客に貢 献するこ

域情報紙等）を適宜活

とができました。

◆情報の内容に合わせ、最適な

□



用し、適切かつ積極的
なＰＲを実施しまし
た。
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（４）専門性と区民の力を統合する組織づくりについて
[取組内容]
◆事業企画・施設管理・舞台技

[達成指標]
□

術の経験・実績豊かな職員・

[達成状況]





運営します。

専門スタッフと、区民をはじ
めとした地域スタッフを配

以下の通り人員を配置し

[実施内容]

【運営スタッフ】※２交
代、常時２名以上配置

【運営スタッフ】※2 交

運営スタッフ７名、

代、 常時 2 名以上配置

舞台技術の専門スタ

館長 1 名・副館長 1 名・

ッフ 4 名、さらに横

職員 5 名

浜市旭区民文化セン

【舞台技術】

置し、全ての職員が適切なコ

館 長

１名

職員 4 名※利用状況に

ターとしての受付業

スト感覚、効率的管理とホス

副館長

１名

より 1～3 名【受付スタ

務を熟知したカルチ

ピタリティ精神をもった運

職 員

５名

ッフ】カルチャースタッ

ャースタッフ 12 名と

【舞台技術】※利用状況に

フ 12 名総勢 23 名のスタ

の相互協力により、

ッフが常時 5 名以上で

円滑かつ効率的な管

運営しております。

理運営を行いまし

消防・防災訓練、個人情

た。

営を行います。
◆職員・スタッフの施設運営ス

より２～３名

キルアップのために研修を

職 員

実施します。

５名

【受付スタッフ】



カルチャースタッフ１２



報保護研修等を実施。ま

消防・防災訓練およ

名（地域採用）

た、指定管理者研修、各

び個人情報保護研修

□

機材研修、個人情報研修、

種セミナーに参加しま

を実施。また、指定

消防訓練等を実施し、運

した。

管理者研修等に参加

営に役立てます。

することで管理運営
面でのスキルアップ
に努めました。

４

施設の管理に関する計画

（１）安全で効率的な維持管理・予防保全について
[業務内容]
◆安全・安心できる施設の維持

[達成指標]
□

設備等保守管理項目を遵

[実施内容]

[達成状況]





施設・設備保守管理を

設備保守管理として、

◆定期的な設備点検

守し、定期的な施設点検

的確に行うために、定

施設・設備の定期点検

◆必要に応じた緊急点検

を実施します。

期的に施設点検を実

を実施し、安全な施設

老朽化した建築、設備の

施しました。

の維持に努めました。

◆施設設備の予防保全

□

リスクマネジメント評価

□



開館後 24 年を経て老



定期的に施設点検およ

を行い、修繕計画の適正

朽化した施設・設備の

び建築物点検マニュア

化を図ります。

修繕すべきところを

ルに準拠した点検を実

月 1 回の定期的な施設点

緊急度合に応じて、順

施しました。また、施

検の他に、建築物点検マ

次補修・改善を行いま

設・設備の破損・汚損・

ニュアルに準拠した点検

した。また、予防保全

故障などの発生に際し

及び、建築物定期報告に

の観点から設備のオ

ては迅速に対応し、併

準拠した点検を年１回行

ーバーホール等を実

せて関連設備の緊急点

います。

施しました。

検を実施し、予防保全
に努めました。
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（２）快適な環境の維持管理について
[取組内容]
◆安心できる環境の維持

[達成指標]
□

□

□

□

清掃項目一覧及び清掃内





日常清掃、定期清掃を

各清掃をもれなく実施

予定どおり実施しま

し、快適な環境保持と

定期清掃を実施します。

した。

美観の維持に努めまし

職員・スタッフ全員が

た。

美観を維持するように取





り組みます。

常に整理整頓を心が

環境に配慮し、廃棄物の

け、快適にご利用いた

ブルに観葉植物と生花

発生抑制に努めます。

だけるよう努めまし

を配置し、館内を明る

空気環境測定（VOC 等含

た。

くソフトな雰囲気にし

館内にはごみ箱を設

ました。





情報コーナーの各テー

社内による、業務の品質

置せず、ご利用者には

管理点検を実施し、特別

ごみの持ち帰りを促

ごみ減量化に対する来

清掃・日常清掃の計画を

しました。

館者の意識を高めると

受付カウンターおよ

ともに、事務室内のご

ヨコハマ 3R 夢など市の施

び事務室内のごみに

み減量に努め、確実な

策や事業に協力します。

ついて減量化に努め

分別廃棄を実施しまし

るとともに、ごみ分別

た。

策定します。
□

[達成状況]

容一覧を遵守し、日常・

む）を実施します。
□

[実施内容]



を徹底しました。




ごみ箱の撤去により、

中庭にゴーヤ・向日

館内の空気環境測定

葵・瓢箪など各種の植

を毎月実施し、報告書

物植栽を施しました。

を作成しました。

グリーンカーテンとし
て猛暑時の室温上昇を
抑え、視覚的にもオア
シス的な空間として、
来館者からもご好評を
得ました。


空気環境測定、害虫駆
除（防除）
、水質検査（レ
ジオネラ菌）などを定
期的に実施し、安心し
てご利用いただける環
境づくりをしました。
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５

その他の計画

（１）危機管理対策について
[取組内容]
◆緊急時の対応

[達成指標]
□

◆利用者の安全・安心を確
保
◆防災管理
◆個人情報保護

[実施内容]

緊急内容別（事故、犯罪、 

緊急時連絡網を整

火災、設備故障など）に

備・作成し、旭区に提

設として、緊急時に円

連絡網の整備を行いま

出しました。

滑に機能するよう、全

９ 月 の 休館日 にプロ

職員・スタッフが災害

大規模災害等が発生した

ジ ェ ク ターを 利用し

対策訓練に参加しまし

場合は、行政機関との連

た「一時滞在施設開設

た。併せて備蓄品の確

絡・協力を円滑に行える

マニュアル」を確認す

認を行いました。

よう訓練等を通じて体制

る と と もに、 当館職

を整えます。

員・スタッフ全員に備

フ 12 名と職員 6 名は、

平成 24 年度に作成した

蓄 品 の 確認と 帰宅困

旭区在住ないし概ね相

「帰宅困難者一時滞在施

難 者 が 来館し た際の

鉄線沿線在住者で構成

設」としての運用マニュ

手 順 に ついて 確認を

されています。

アルに基づき訓練を実施

致しました。



す。
□

□

し、緊急時に備えます。
□

□

□

□

□









帰宅困難者一時滞在施

受付カルチャースタッ

各職員・スタッフが適

当 館 職 員およ びスタ

宜館内を巡回および事

BCP 計画策定の基礎資料

ッフは、相鉄線沿線在

務室内モニターにて各

を作成します。

住者を中心に採用し、

室場内を確認し、安

緊急時の連絡網を作成す

万 が 一 の際に 迅速な

全・安心の確保に努め

るとともに旭区役所へ提

対 応 が できる よう備

ました。

出します。

えました。

近隣在住職員をあらため



防 災 セ ンター 警備員



消防計画書を作成し、

て確保します。

に よ る 定時の 巡回に

年間 2 回の防災訓練を

事故、犯罪及び火災等を

加え、随時当館職員・

実施し、水消火器を使

発生させない為に、職員

ス タ ッ フが館 内を巡

用した消火訓練をおこ

による定時巡回を実施し

回 し 、 異常を 早期発

ないました。また、当

ます。

見・早期対処できるよ

館が入居している共同

消防計画書を作成しま

う努めました。

ビル全体の緊急地震速

消防計画書を作成し、

報対応および消防訓

日常の防火・防災に努め

日頃より防火・防災に

練、救命講習に参加す

ます。催事の際は、避難

努め、安全確認のチェ

るなど、訓練を重ねる

導線の確保等の指導を行

ッ ク を 日々行 いまし

ことにより職員・スタ

います。消防計画書およ

た。また、催事の際に

ッフの意識を高め、緊

び緊急時対応マニュアル

は 利 用 団体の 責任者

急時に迅速・的確な対

に基づき年 2 回防火・防

に対し、事前に避難誘

処ができるよう備えま

災訓練を実施します。

導 確 保 につい ての指

した。

個人情報保護研修等を定

導を行いました。

す。自衛組織を結成し、

□

[達成状況]

期的に実施し、職員・ス
タッフ全員に個人情報保
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個人情報漏洩は１件も

９ 月 の 休館日 に当館

発生致しませんでし

職員・スタッフ全員に

た。

護の徹底を図るととも

個 人 情 報保護 研修を

に、漏えい事故等の防止

実施しました。また、

に努めます。万が一の際

中 途 採 用者に 対して

には関係各所への迅速な

も そ の 都度研 修と理

報告、万全な事後対策を

解 度 チ ェック テスト

講じます。

を実施しました。

（２）自己評価・ＰＤＣＡサイクルの活用について
[取組内容]
◆日報及び月報の作成・管

[達成指標]
□

業務記録の適正な作成・

[実施内容]

[達成状況]





日々の業務内容を業

業務管理日誌を通じて

理（業務記録の整備）

保管と共に重要な件に関

務管理日誌、業務週

日々の業務に関する職

◆業務計画書及び業務報告

して随時報告をおこない

報に記載し、情報の

員間の情報共有の徹底

ます。

共有と周知を図りま

に努めました。また、

PDCA サイクルの推進とと

した。

受付スタッフに対して

月報の形式で月毎の

は常用連絡ノートおよ

時報告出来る体制づくり

運営管理報告を作成

びミーティング議事録

に取組みます。

し、毎月旭区および

の回覧などを用いて情

業務記録の一元管理によ

共同事業体への報告

報共有、連絡強化を図

るモニタリングへの対

を行いました。

りました。モニタリン

「平成 26 度事業計画

グでは運営管理業務実

利用者アンケートの結果

書」および「平成 25

績の報告及び業務に関

や利用者の声を、常に自

度業務報告及び収支

する打合せを実施し、

己評価に反映させながら

決算」を作成し旭区

施設・旭区との情報共

施設運営に取組みます。

役所に提出しまし

有、協力体制の構築を

た。

図りました。

書の作成・管理（利用者
のニーズや声を反映した

□

業務計画の策定）

もに重要な件に関して随

◆モニタリングの実施（モ
ニタリングへの対応・ 体
制の整備）

□

◆自己評価の実施（自己評
価）PDCA サイクルの導入
と確実な運用

応・体制を構築します。
□







毎月定期的に運営・技
術職員が参加する全体
ミーティングを実施し
ました。職員各々が報
告・確認・提案などを
行い、施設の運営管理
および自主事業実施に
あたっての問題を検討
しながら最適な選択を
行いました。

- 13 –

６

収支について

（１）経費削減の努力について
[取組内容]
◆管理運営コストの削減に

[達成指標]
□

努めます。

□

無駄な光熱水費の削減

[実施内容]

[達成状況]





館内照明の間引き点

光熱水費については、電

と、業務効率化等による

灯を昨年度より引き

気料金の値上がりおよび

無駄なコストの削減に

続き実施するととも

猛暑が続いたこともあり

努めます。但し、利用者

に、点灯時間の短縮や

前年費 4.3％の増加とな

の満足を阻害するよう

冷暖房のこまめなオ

りました。また、人件費

なサービス低下につな

ン・オフなどを行い光

については昨年度のよう

がる必要コストの削減

熱水費の削減に努め

な新予約システム習熟研

はしません。

ました。

修がなかった事から

当館常備の楽器類（ハ

3.7％の減少 となりまし

職員自ら行い、修繕費を

ンドベル、ドラムな

た。

有効に活用します。

ど）などの軽微な修

軽易な修繕については





修繕費、舞台保守費等に

繕、部品交換は極力職

ついては、当初予算を

員の手で行い修繕費

0.1％ 下回る ことが でき

等の経費削減につと

ました。

めました。

（２）収入向上の努力について
[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

◆収益向上、適正な受益者

□





ホール・諸室の空き状況

館内施設の空き状況に

ホームページや館内で

負担を設定し、外部資金

をホームページにてリ

ついては、館内に掲示す

空き状況をリアルタイ

獲得に努めます。

アルタイムに公開し、収

るとともにホームペー

ムに閲覧できること

益の向上を図ります。

ジにリアルタイムに掲

で、高い施設利用率を

魅力的な事業を実施し、

載しました。

維持するとともに、ご

継続して実施した「あさ

利用者の利便に寄与す

確保します。

ひ亭まねき寄席」や「五

ることができました。

事業協賛金、広告収入等

大路子

の確保に努めます。

劇ワークショップ」
、
「バ

自主事業を多数実施し

レンタインコンサート」

たことで、自主事業収

「フラ・フェスティバ

入は当初予算を 47.6％

ル」などを実施しまし

上回りました。

□

入場料収入を最大限に

□



詠み芝居」
、
「演



た。


集客力の高い魅力的な

事業協賛金について

事業協賛については、

は、相鉄グループ三社

「詠み芝居

から合計１２万円を獲

重忠と菊

の前」に対して、相模鉄

得することができまし

道㈱・㈱相鉄ビルマネジ

た。

メント・㈱相鉄ピュアウ
オーターに対して働き
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かけを行いました。

（３）収支決算書
項

目

予算額

決算額

増減額

備

105,823,000

105,823,000

0

33,478,000

31,205,690

△ 2,272,310

事業収入

4,564,000

6,734,963

2,170,963

その他収入

1,789,000

1,416,469

△

372,531

145,654,000

145,180,122

△

473,878

人件費

68,048,000

68,059,881

11,881

管理費

58,476,000

59,036,738

560,738

保守管理費

17,637,000

17,489,520

△

147,480

舞台保守費

4,269,000

4,239,566

△

29,434

修繕費

2,580,000

2,629,245

49,245

光熱水費

14,322,000

15,077,422

755,422

負担費

19,668,000

19,600,985

△

67,045

事務費

4,596,000

4,447,768

△

148,232

事業費

9,934,000

8,858,785

△ 1,075,215

一般管理費

4,600,000

4,600,000

145,654,000

145,003,172

0

176,950

考

収入
指定管理料収入
利用料金収入

収入合計

利用者数の減少

支出

支出合計

収支計

△

電気使用量の増加

650,828

176,950

[別紙]自主事業実績一覧
No

実施時期

主催

事業タイトル

会場

事業内容

入場料・受講料

共催
1-1

6・9・1

主催

月

入場者数
(講座参加者)

あさひ亭

ホール

若手の落語家による公

一般

2,000 円

第 51 回

279 人

まねき寄席

演。季節毎にテーマを設

(当日

2,200 円)

第 52 回

170 人

（有料）

け、落語ファンのみなら

中学生以下 1,000 円

第 53 回

225 人

ず幅広い客層を開拓し

(当日

1,200 円)

た。

ペア

3,500 円

(前売りのみ)
1-2

9月

主催

フルートコンサ

ホール

ート
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フルート普及推進協議会

一般

1,500 円

128 人

共催。実力あるフルーテ

(当日

2､000 円)

(9 人)

（有料）

ィストの公演を実施。楽

中高生 1,000 円

器体験も交え、様々な角

(当日

1,500 円)

度から音楽を楽しんでい

小学生

500 円

ただいた。

（当日

1,000 円）

（ﾌﾙｰﾄ普及協議会共催）
1-3

10 月

主催

【サンハートス

ホール

旭区ゆかりの名将畠山重

一般

3,500 円

ペシャル】

忠の生誕 850 年を記念し

(当日

4,000 円)

詠み芝居「重忠

た詠み芝居。

高生以下 2,500 円

と菊の前」

（旭区共催）

(当日

（有料）

ペア

340 人

3,000 円)
6,000 円

（前売りのみ）
1-4

3月

主催

ファミリーコ

ホール

0 歳から楽しめるクラシ

一般

1,000 円

ンサート

ックコンサート。アンサ

（当日 1,200 円）

（有料）

ンブル・オーディション

小学生以下

の最優秀グループが出演

（当日

151 人

500 円

700 円）

した。
1-5

2-1

7月

5 月 、 11

主催

主催

月

2-2

2-3

8月

一日 2 回

主催

主催

チャリティー

ホール

東日本大震災復興支援目

前売：500 円

244 人

フラフェステ

的で行ってきたシリー

当日：600 円

※チケット販売

ィバル

ズ。入場料の一部を義援

参加費：500 円／人

数は 278 人完売

（有料）

金として寄付した。

（16 団体）

サンハートプ

二俣川

二俣川駅改札前広場での

Vol. 6：672 人

レゼンツ駅 de

駅

アコースティック系音楽

Vol. 7：419 人

ライブ

のアウトドアコンサー

（無料）

ト。

オープンデー

諸施設

サンハートを全面的に開

ｷｬﾝﾄﾞﾙ作り：300 円

（基本的に無

放し、楽しい催し物に気

それ以外は無料

料・一部有料あ

軽に参加できる夏休みの

り）

一日限りのイベント。

474 人

ロビーコンサ

ホール

乳幼児や車椅子のお客様

Vol. 13：414 人

計6回

ート

ロビー

も広々と参加できるショ

Vol. 14：268 人

（4・7・

（無料）

ートプログラムコンサー

Vol. 15：323 人

12）

ト。アンサンブルオーデ
ィションの優秀賞受賞者
に出演いただいた。

2-4

計8回

旭区内

横浜市芸術文化教育プラ

二小：103 人

各所

ットフォーム事業と連携

ゆいま-る：40 人

回

し、小学校にアーティス

さち小：127 人

福祉 3 回

トを派遣し、体験型授業

都岡小：72 人

）

をコーディネートした。

ゆいま-る：40 人

（学校 5

主催

アウトリーチ
（無料）
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※施設か

福祉施設ではアンサンブ

不動丸：134 人

らの要望

ルオーディション受賞者

療育：70 人

に対応

を派遣し、出前コンサー
トを行った。

2-5

計8回

主催

サンハート

会議室

美音倶楽部
（有料）

音楽
ホール

区民所有のアナログレコ

会費：1100 円

七夕：28 人

ードを真空管アンプを使

前売：500 円

ｳｨﾝﾀｰ：36 人

（当日：600 円）

(15 人)

った鑑賞会を行った。
7 月・12 月には音楽ホー
ルを活用してレコードコ
ンサートを開催した。

3-1

8月

主催

夏休み子供講

カルチ

サンハート専属のハンド

参加費

80 人

座

ャー工

ベルチーム経験者による

ハンドベル：4500 円

(33 人)

房、ホー

子供の為のハンドベル講

お仕事体験：1000 円

ル等

座と、裏方全般を担当す

発表会：無料

（無料

ただ

し参加費は有
料）

るホールのお仕事体験講
座。

3-2

3-3

11 月

8月

親子で楽しむ

乳幼児を対象に、えほん

大人

えほんコンサ

んの朗読とピアノ演奏を

こども

ート

親子で一緒に楽しんでい

（有料）

ただいた。

サンハート・

3-5

通年

通年

ホール

700 円

389 人

300 円

地域のアマチュア音楽家

参加費：5000 円／組

10 名

アンサンブル・

や近隣の音大生を対象

オーディション：無料

（14 組）

オーディショ

に、クラシック室内楽を

ン

中心としたアンサンブル

（無料

3-4

ホール

ただ

のオーディション。入賞

し参加費は有

者への演奏機会も提供し

料）

た。

区民企画委員

ミーテ

区民の目線を通してサン

名画座：500 円

名画座 2：137 人

（有料）

ィング

ハートならではの企画を

ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ

名画座 3：195 人

ルーム

プロデュース。委員は公

一般：

2,000 円

等

募にて募集し、月 1 回の

（当日

2,200 円）

会合を通してコンサート

ペア：

3,500 円

等の企画運営を行った。

（前売りのみ）

運営サポータ

自主事業のフロント業務

ー

のサポートスタッフとし
て育成した。
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ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ：257 人

(20 人)

4-1

10～12 月

五大路子

文学座松井工と夢座五大

参加費

演劇ワークシ

路子によるオール世代対

一般：

24,000 円

ョップ

象の演劇ワークショップ

学生：

18,000 円

（無料

ホール

参加

130 人
（30 人）

を行った。

費有料）

4-2

5-1

26 年

佐山雅弘ジャ

1～3 月

ホール

ジャズドラム人気ナンバ

参加費：

ズワークショ

ーワンの大坂昌彦と、サ

参加費（学生）：8,500 円

ップ

クソフォン奏者岡淳によ

（有料）

るジャズクリニック。特

一般：

別ゲストとして佐山雅弘

（当日：

などの一流ジャズプレー

高校生以下： 2､000 円

ヤーの指導が行われた。

（当日：

最終日はプロとの共演の

ペア：

舞台となった。

（前売りのみ）

サポーター制

団体割引、広告収入等、

度

サンハートの事業趣旨に

14,000 円

266 人
（20 人）

3,000 円
3,500 円）

2,500 円）
5,000 円

賛同される企業や団体と
の連携を強めた。
5-2

クロスプロモ

二俣川ライフや地域の公

ーション体制

共施設と協力体制を整
え、互いにメリットのあ
るプロモーション方法を
考案した。

5-3

事業共催

旭区の文化芸術活動に特
に貢献する団体を共催支
援した。

5-4

広報宣伝活動

サンハートの各事業につ
いて的確な広報宣伝活動
を行った。

5-5

サンハート友

固定顧客層への優遇体制

の会

を整え、顧客満足度向上
を図った。

5-6

販売促進活動

来館だけでなく、オンラ
インや関係施設での販売
を継続した。

その他諸経費

郵送費、打合せ費等
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会費：

1,200 円

118 人

