
横浜みなとみらいホール　第２期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

（1／3）

特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 総括コメント 行政評価 総括コメント 外部評価 総括コメント

※各目標の取り組み内容については別添「業務計画完了確認表」に基づき、毎月のモニタリング時に確認済み。

１ 経営 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

(1) 施設が持つ機能を最大限に活かし、
日本を代表するホールとして、また都市
の活性化及び魅力づくりに寄与する施設
として、総合力ある経営を行います。

自主事業及び施設貸出事業の最適な配分を考え
た事業運営、広報、舞台技術、施設維持管理な
どの業務を行い、機能を最大限に発揮する。

①組織内連携の取組と経営強化
②財団全体での総合力発揮の取組み
③社会的協働・連携による取組み

①組織と責任を明確にした組織づくり
■副館長職を総支配人とし、経営グループに総務・運営・広報チームを配置し、組織の総合
力を発揮します。

②社会的協働・連携による取組み
□音楽団体・オーケストラ・大学との協働・連携の実施。（年間、各1団体につき1つ以上
の協働・連携を実施。）

B B

(2) みなとみらい21地区及び都心部の活
性化及び都市の魅力づくりに寄与しま
す。

周辺の商業施設、専門文化施設間の連携を図
り、観光振興や創造都市形成に向けた取り組み
に協力し、来館者や来街者がホールのある街を
実感し、楽しめるように努める。

①「横浜文化中心」戦略
②ビフォア・アフターコンベンション対応の充実
③文化施設連携事業の展開
④商業連携の推進
⑤当日参加可能事業の情報発信
⑥パブリシティの強化

①クイーンスクエア、ランドマークプラザへの情報発信力の強化【特記④・⑥対応】
□クイーンズ広報委員会(毎月)出席
□イベント連絡会(毎月)出席

②近隣マンション自治会への協力・情報提供の推進【⑥】
□マンション内設置チラシラックのメンテ　毎月１回

③近隣企業の親睦団体への働きかけ・情報提供による街の賑わい創出【③・④・⑥】
□MMCC（みなとみらいコミュニティクラブ）世話人会への参加　毎月1回
□MMCC連携文化施設連携事業の提供（年2回以上）

B B

２ 事業 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

世界的に評価の高い公演等日本を代表するホー
ルに相応しい事業を充実する。

横浜芸術アクション事業とも関連
（※鑑賞系事業については、基本的に顧客満足度
が高いため、MMHオリジナルの事業を中心に顧客
満足度について目標設定。以降の事業についても
同様。）

パーヴォ/フランクフルト放響、ティーレマン/ドレスデン、ハイティンク/ロンドン響
□３公演入場者数合計：4,350人
ヤンソンス/バイエルン放響(1公演)、ソヒエフ/トゥールーズ・キャピトル(1公演)、インバ
ル/都響(マーラーツィクルス　5公演)
□７公演入場者数合計：9,550人
□上記全公演顧客満足度：80％以上
神奈フィル：9回／日本フィル：10 回／読響：8回のほか東京交響楽団川崎定期を当ホール
開催で5回実施。このほか夏休み・第九などの特別公演を実施。
□入場者数合計：55,000～57,000

B

パーヴォ/フランクフルト放響、
ティーレマン/ドレスデン、ハイ
ティンク/ロンドン響
□3公演入場者数合計：4,760人
ヤンソンス/バイエルン放響、ソヒ
エフ/トゥールーズ・キャピトル、
インバル/都響(マーラーツィクル
ス)
□７公演入場者数合計：9,817人
□上記全公演顧客満足度：80％以
上
神奈フィル／日本フィル／読響／
東京交響楽団川崎定期
□入場者数合計：60,673

B

個性を発揮し、様々な人に継続して来館しても
らえるよう、創意工夫を凝らした公演等を提供
する。

月一度などの定例事業を実施して、継続来館を促
しつつ、マンネリ化しない企画力を維持する

「みなとみらいクラシッククルーズ」（24公演）、「オルガン１ドルコンサート」（11公
演）、「小ホールオペラシリーズ」（4公演）
□入場者数合計：28,500人
□上記全公演顧客満足度：80％以上

B
□入場者数合計：28,405人
□顧客満足度：80％以上

独自性の高い事業、国内外から注目を集めるも
のを企画制作する。

ホール独自の企画を立案し、国内文化施設でも同
様なシリーズを実施していく。

①邦楽公演、シネマ×パイプオルガン(※石川県金沢市への企画発信事業)　入場者数合計：
1,000人
②「Just Composed in Yokohama」入場者数：250人　新曲委嘱1曲、過去委嘱曲再演1曲
③「ダンス・ダンス・ダンス アット ヨコハマ」に関連付けた事業
□３事業実施
④関連プレレクチャー（街の音楽院ほか）
□３事業実施
□入場者数合計：300 人

文化庁支援事業（優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業）採択に伴い事業を実施する
■満足度：80％以上
①2012 オペラシリーズ～みなとみらい流Ⅰ-Ⅴ
□入場者数合計：2,100 人
②2012 室内楽シリーズ～みなとみらい的Ⅰ-Ⅴ
□入場者数合計：1,200 人
③2012 ファミリーシリーズ～みなとみらい遊音地Ⅰ-Ⅲ
□入場者数合計：2,000 人

B

①邦楽公演、シネマ×パイプオル
ガン　□入場者数合計：1,752人
②「Just Composed in Yokohama」
□入場者数：235人　新曲委嘱2
曲、過去委嘱曲再演1曲
③「ダンス・ダンス・ダンス アッ
ト ヨコハマ」に関連事業　□4事業
実施
④関連プレレクチャー　□5事業実
施
入場者数合計：338 人

文化庁支援事業　□満足度：80％
以上
①入場者数合計：2,605人
②入場者数合計：954人
③入場者数合計：2,508人

B

「横浜芸術アクション事業」の本格実施する。

①若手育成のオペラプログラム（ホールオリジナ
ル・オペラ事業）
②世界的な芸術性の高いオーケストラ公演
※横浜市の予算次第

①「Yokohama Hands-on Opera Project」入場者数：1,200人　新聞・情報誌掲載数　記事と
しての掲載件数５件
②「ヤルヴィ指揮/フランクフルト放送響」、「延原武春指揮/テレマン室内オーケスト
ラ」、「ミンコフスキー指揮/オーケストラ・アンサンブル金沢」、「インバル指揮/東京
都交響楽団“マーラーチクルス”」、「バーデン市歌劇場・プッチーニ作曲/歌劇トス
カ」、「ハインツ・ホリガー室内楽」、「ティーレマン指揮/ドレスデン歌劇場管弦楽
団」、「ヤンソンス指揮/バイエルン放送交響楽団」、「ソヒエフ指揮/トュールーズ・
キャピトル国立管弦楽団」、「ハイティンク/ロンドン響」
全14公演　入場者数合計：16,700人

B

①「Yokohama Hands-on Opera
Project」　□入場者数：1,417人
情報掲載数60件うち記事としての
掲載件数26件
②「ヤルヴィ指揮/フランクフルト
放送響」、「延原武春指揮/テレマ
ン室内オーケストラ」、「ミンコ
フスキー指揮/オーケストラ・アン
サンブル金沢」、「インバル指揮/
東京都交響楽団“マーラーチクル
ス”」、「バーデン市歌劇場・
プッチーニ作曲/歌劇トスカ」、
「ハインツ・ホリガー室内楽」、
「ティーレマン指揮/ドレスデン歌
劇場管弦楽団」、「ヤンソンス指
揮/バイエルン放送交響楽団」、
「ソヒエフ指揮/トュールーズ・
キャピトル国立管弦楽団」、「ハ
イティンク/ロンドン響」
□全14公演　入場者数合計：
17,113人

B

若い音楽家の育成や支援を取組む。

①横浜招待国際ピアノ演奏会（2公演）
□若手演奏家紹介：国内外から４人
□入場者数合計：500人
②主催事業への発掘若手芸術家の起用
□５公演
□延べ10人起用

B

①横浜招待国際ピアノ演奏会　□
若手演奏家紹介4人　入場者数合
計：615人
②主催事業への発掘若手芸術家の
起用　□10公演　18人起用

B

芸術家や音楽と市民をつなぐ人材の育成に取組
む。

音楽社会に貢献する人材育成を育てている。

①大学との連携事業
□連携学校：４校
□連携する事業：３事業
②アートマネジメント人材育成事業
□育成人材：５人
③ホールオルガニスト育成事業
□1名　（ｵﾙｶﾞﾝ・ｲﾝﾀｰﾝ）

B

①大学との連携事業　□4校　5事
業
②アートマネジメント人材育成事
業
□育成人材：17人
③ホールオルガニスト育成事業
□1名　（ｵﾙｶﾞﾝ・ｲﾝﾀｰﾝ）

B

(4) 未来を担う子どもたちに音楽を知
り、学び、体験することができる機会を
設けます。

こども対象の音楽による創造活動の体験の機会
を施設内外で提供する。また、障がいのあるこ
どもや介助を必要とするこどもなどへの取り組
みを行う。

横浜市内の小学校全てが参加する「心の教育ふれ
あいコンサート」を中心として様々なバリエー
ションを開発する。

■こども対象事業について顧客満足度：80％以上
①「こどもの日コンサート」（2公演）、「０歳からのオルガンコンサート」（2公演）、
「親子オペラコンサート」、「ジュニア・コーラス大集合！」、「みなとみらいわくわく遊
音地2013」
□入場者数合計：6,950人
②こども対象ワークショップ型事業の実施
□10事業実施
□参加者数合計：2,000人
③心の教育ふれあいコンサート
□20公演
□入場者数合計：32,000人

A

■顧客満足度：80％以上
こども向け事業を季節に合わせて
配置し、多様な音楽体験を横浜の
こどもたちに定期的に提供をして
います。参加者数も定着していま
す。
①鑑賞型プログラム
「こどもの日コンサート」（2公
演）、「０歳からのオルガンコン
サート」（2公演）、「親子オペラ
コンサート」(2公演)、「ジュニ
ア・コーラス大集合！」、「みな
とみらいわくわく遊音地2012ファ
ミリーランド」(3公演)
□入場者数合計10,386人
②学習・体験型プログラム
□12事業
□13事業で　2,733人　達成しまし
た
（「みんな集まれ」計6回開催
「工作室」「実験室」「楽器体
験」「ベビーランド」「パイプオ
ルガンを弾いてみよう」「探検
隊」「招待ピアノＷＳ」）
③教育機関との連携
□20公演
□36,000人

A

鑑賞型プログラムが入場者数目標
を50％近く上回ったのをはじめ、
学習・体験型プログラム及び入場
者数が目標を大きく上回りまし
た。
今後も多くの子供たちが音楽を体
験し、親しむ機会の提供を期待し
ます。

各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

(2) 新たな音楽文化を提案する、優れた
創造・創作の拠点となります。

(3) 次代を担う芸術家、音楽と市民をつ
なぐ人材を育み、活動の機会を提供しま
す。

B

基本方針

(1) 市民が多様な音楽に親しむ機会を提
供し、音楽文化を支える裾野を広げま
す。

B

平成24年度は、指定管理第2期の1
年目として、今後10年間の礎を築
くべく組織内の体制・連携強化を
推進し、新たな展開にも積極的に
着手しました。

事業においては、「横浜芸術アク
ション事業」を中心に、芸術性の
高い事業から、子ども対象事業ま
で、多様なコンテンツを展開し、
多くの市民が横浜みなとみらい
ホールに集まる様々なシーンを創
出することができました。
運営面では、サービスの維持に努
めるとともに、広報チームとの連
携により、HP上での貸館利用者へ
の利便性を高めるサービスも導入
し、新たな顧客層の開発に繋がる
ような取組みに着手することがで
きました。
広報面では、発信力の強化を進め
る中で、お客様の利便性を高め、
横浜みなとみらいホールのファン
獲得に繋がるような新たなサービ
ス（チケットセンターウェブ、ス
マホサイト導入、ニコニコ動画配
信、市民先行販売等）も積極的に
展開しました。
施設管理においても、施設の経年
劣化が大きな課題となるなか、安
全・安心な施設の提供を実現させ
るとともに、今後の計画的な経費
執行を見据え、横浜市や事務局と
連携をとりながら、大規模修繕の
計画の道筋をつけることができま
した。

(1) 音楽文化の発展に貢献するとともに、世界への発信と交流の促進を図り、国際都市横
浜の文化拠点としての役割を果たします。

(2) 世界の中で高い評価を得るコンサートホールとして、優れた音楽を提供する場である
とともに、伝統を継承しつつ次代に向けて音楽の創造に取組み、その可能性を追求しま
す。

(3) 音楽と市民をつなぐ場として、鑑賞はもとより、音楽等に関する創作活動を支援し、
すべての市民が音楽と触れ合う仕組みをつくります。

(4) 音楽文化の可能性や文化芸術の持つ社会的な力を活かし、地域社会に貢献する活動に
取り組み多様で豊かな社会を実現していきます。

横浜みなとみらいホールは、第2期
指定管理者として非公募で（公
財）横浜市芸術文化振興財団を選
定するとともに、指定期間も10年
という長期的な期間を設定して、
運営を行っています。

平成24年度は、その第2期指定期間
の初年度にあたり、市の施策と協
働した「横浜芸術アクション事
業」を始め、発信性の高い事業を
展開する等、指定管理者として概
ね適切な運営を行ったものと評価
します。
ただし、事業によって一部目標を
達成できなかった項目が見られま
す。引き続き本市の音楽の拠点に
相応しい運営を実現するととも
に、より多くの市民の方に訪れて
いただけるよう、安定的かつ新た
な展開に期待します。

また、建設から15年が経過し、施
設設備によっては経年劣化による
不具合が発生しています。今後も
大型ホールの運営経験を活かし
て、利用者や来場者の安全を第一
に考慮し、適切に管理・対応する
よう期待します。

B

横浜みなとみらいホールの第２期
指定期間は、公益財団法人横浜市
芸術文化振興財団を非公募で指定
管理者として選定し、指定期間を
10年とする方法を採用しており、
平成24年度はその初年度にあたり
ます。指定管理業務は各項目とも
概ね目標水準を達成しており、こ
どもの音楽体験事業等の取組をは
じめ、広く市民に対して文化芸術
を届けることができたと評価しま
す。

一方で、世界への文化発信や文化
交流については、まだ強く打ち出
しをおこなっていないように思わ
れます。「非公募・10年」の強み
を活かし、今後、スケール感があ
り、上質かつ最良のソフトを実践
し、独創的で核となるブランド事
業を作っていく必要があります。
また、都心からのアクセスの良さ
や国内外から多くの来場者がある
周辺環境、優れたホール機能と
いった資源を最大限に活用し、横
浜みなとみらいホールならではの
事業を展開してほしいと思いま
す。

　また、施設は建設から15年が経
過しており、設備に老朽化が見ら
れることから、施設修繕を含めた
長期的な計画をもって運営してい
くよう期待します。

B

＜評価基準＞ 
Ａ（著しく優れている）：業務基準・目標水準を遥かに上回っている。 
Ｂ（適正）：業務基準・目標水準を達成できている（※標準点） 
Ｃ（改善の必要有）：業務基準・目標水準に満たない。又は一部未達成。 

＜コメント・理由欄＞ 
Ａ：数値・具体的な事項等を記入のこと。当初予定していなかった事業を実施し効果をあげたり、目標を遥かに上回った理由を記入。 
Ｂ：目標通り達成できている場合は特にコメント不要。目標と違う方法でも同様の効果が得られた場合はその様に記載。 
Ｃ：目標に達しなかった理由や今後の改善策を記載のこと。 



横浜みなとみらいホール　第２期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

（2／3）

(5) 音楽文化の持つ可能性、文化芸術の
持つ社会的な力を活かし、地域社会に貢
献します。

多様なアウトリーチ等の研究をし、社会貢献す
る。

□障がいのある方を対象とした事業：３事業実施
□アウトリーチ事業：５事業実施
□協働音楽NPO：５団体
□「わくわく遊音地」参加人数：20,000人
■「わくわく遊音地」参加満足度：80%
□パイプオルガン体験バスツアー（ミューザ川崎の関係で今年度未実施）

B

□障がいのある方を対象とした事
業 3事業
□アウトリーチ事業 7事業実施
□協働音楽NPO：5団体
□「わくわく遊音地」参加人数：
7,370人
（遊音地期間中実施の日本フィル
公演<協力事業>を含むと10,810
人）
※事業計画策定時目標を20,000人
としていましたが、詳細な事業組
み立て時に目標値を6,200人に設定
変更しました。
□「わくわく遊音地」参加満足
度：94.5%
□パイプオルガン体験バスツアー
（ミューザ川崎の関係で今年度未
実施）

B

わくわく遊音地の参加者数が、目
標20,000人に対して、実績は7,370
人と、半分以下になっています。

これについては、詳細に事業を組
み立てた結果、目標値を6,200人に
再設定しており、変更後の目標は
上回っているとの報告が指定管理
者からありました。

今後は、年度当初に作成する計画
段階であっても、数字の精査は確
実に行うようにしてください。

主催事業の記録化、横浜みなとみらいホール公
演情報の整理。

- 主催事業の写真記録や音声記録を実施し、整理をします。 B 主催事業において写真及び映像記
録を実施

B

音楽情報や国内外の芸術家や機関とのネット
ワークを活用し、市民の音楽活動へのコーディ
ネーター機能の発揮。

市民が企画制作に関わる事業
□５事業
□参加者：10人

B

市民が企画制作に関わる事業
（コンサートをつくろう、みなと
みらいクラシッククルーズ）
□5事業　参加者17人

B

３ 施設の運営事業 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

柔軟に対応して、市民の創作活動・発表の場
として広く認知されるように取り組む。

①パブリシティの強化【再掲】

来館者促進
□神奈川フィル公開リハーサル（5回）
□ホールスタッフによる館内ツアー（1回）
□エントランスにホールPRコーナー設置
□ロビーコンサート開催(3回)
□年間来館者数45万人達成

B

□公開リハーサル（6回）
□館内ツアー（1回）
□PRコーナー設置
□ロビーコンサート開催(3回)
□年間来館者数55万人達成

B

クラシック音楽以外の公演を提供し、音楽を
楽しむ層の拡大に取り組む。

□クラッシック音楽以外の利用に関しても場の提供を行ない、音楽鑑賞層の拡大に取り組
む。（年間20公演以上）

B B

来館者に心地よい適切な環境が提供され、日
本を代表するコンサートホールに相応しいと
感じられる、質の高いサービスを安定的に提
供する。

①利用者懇談会
②直営レセプショニストサービス

①顔が見えるホール運営
□公演打合せ(年間550～590件実施)
②声を聞くホール運営
□利用者アンケート(年間120～150件達成)
□利用者懇談会の実施(年1回)
③レセプショニストの対応力強化
□年間を通じたレセプショニスト研修の計画的実施。（新採用時研修：４日間、フォロー
アップ研修：採用後６ヵ月後１回、チーフ研修：年1回、コーチャー研修：年1回、全体研
修：年1回、その他避難訓練参加：年2回）

B

①公演打合せ　670件
②アンケート　189回
　懇談会　1回
③計画どおり実施

B

施設の貸出について、音楽専門ホールとして
の特性を前提としつつ利用促進に取組む。

①従来の概念にとらわれない様々な”場”の開
発

■休日夜間、本公演利用の受入れ実施
■大ホール空区分のリハーサル利用促進
□利用率
大ホール：95%(オルガンメンテナンス含む)
小ホール：98％
リハーサル室：42%
レセプションルーム：20%
音楽練習室：75%
■テレビドラマ、CFなど撮影場所としての受入れ実施。

B

□利用率
大ホール：100%
小ホール：98％
リハーサル室：51%
レセプションルーム：23%
音楽練習室：75%

B

利用者のニーズ、満足度等を把握し分析を行
い、事業の企画や運営の改善をする。

利用者ニーズや満足度に基づく各種サービスを
実施し、快適で、親近感・信頼感を持って頂け
るホールづくりを目指します。また、これら満
足度の高いサービスの展開により新たな来館者
を取り込んでいきます。

①クレーム対応力の強化
□担当部署ミーティングの実施（月2回）
□マネージャーミーティング実施（年間10回）

②満足度の高いサービスの提供
■オンラインチケットの導入
□オンラインでのチケット購入率5％確保
□ミューズショップにおけるオリジナル商品の提供（年間1点以上）

B B

施設見学の希望に対しては、利用者の妨げと
ならないよう配慮した上で、可能な限り対応
する。

①顔が見えるホール運営 □下見・見学対応(通年60～90件) B B

【音楽等に関連する物品等の販売】横浜みな
とみらいホールの発信性を高め、音楽文化の
振興に寄与する商品を揃え、ショップ等で販
売します。

①ブランディング戦略
□横浜みなとみらいホールの存在を身近に感じられ且つ気軽に購入できるようなオリジナ
ルグッズを2点以上開発。

B B

【公演に関する問い合わせやチケット販売の
窓口の提供】
公演等に関する問合せや相談に応じ、主催公
演や横浜みなとみらいホールの公演等のチ
ケットを販売する窓口を設けます。

専門業者に委託
■日報管理や口頭での報告により、委託業者との連携を密にし、相互に運営向上に努める
体制をつくる。
□半期に1回以上、定例打合せを実施：年2回以上）

B B

【飲食の提供】
主催者の求めに応じ、公演開催時には飲料等
の飲食サービスを提供できる体制を用意す
る。

専門業者に委託 ■季節に応じたメニューの切替 B B

【託児サービスの提供】
託児サービスの提供をする。

専門業者に委託
□稼働公演数　年間110～120公演
□預かり子供数　年間250～280名

B
□稼動公演数　133公演
□預かりこども数　267名

B

【プロモーションの戦略的取り組み】
適切な商圏・対象層の設定、媒体の選択を行
い、効率的・戦略的プロモーションに取り組
む。

①広報、マーケティング戦略の再構築
②プロモーション戦略

①広報・マーケティング戦略の再構築
Ａ：友の会制度の見直し実施
■会員増加策と入会キャンペーン実施
□キャンペーン期間中の新規入会者100名獲得
■再入会制度・紹介制度の導入
■収支改善策の実施
Ｂ：市民優遇措置の検討・実施
■市民優遇措置制度の導入及び実施
　
②プロモーション戦略
□プロモーションの強化（新聞・鉄道）
□媒体への記事掲載前年度比5%アップ達成により、一般誌への露出増を図る。

【Webツールを用いた取り組み】
Webツールを活用し、施設案内や公演情報だけ
でなく利用者が必要とする様々な情報を、見
やすく使いやすい形で提供する。

①パブリシティの強化【再掲】
②オウンドメディアの活用

各広報ツールの特性を生かした発信力の強化
■スマホ対応の実現
□HP総アクセス数　月間12万件
□メルマガ　月２回以上発行
□ツイッターフォロワー数 800件
□コンサートカレンダー発行 ４回（紙媒体とのWEB連動含む）
□WEBでのチケット購買率5%
■読めばコンサートに足を運びたくなるような読み物ページの充実
＊デジタルサイネージ（提案書P49）は提案額減額に伴う次年度以降に延期。「電子チラ
シ」も同様。

(1) 施設の休館日
大規模修繕、緊急修繕に対応できる休館日設定
の見直し

■条例（施行規則）に基づいた、利用状況及び施設機能維持に配慮した日程設定。 B B

(2) 施設の開館時間 ■条例（施行規則）に基づいた、利用者の利用条件に配慮した貸出実施。 B B

(3) 利用料金等 経費拡大に伴う、料金適正化検討 ■条例に基づいた、適切な料金徴収。 B B

(4) 施設利用の貸出業務 ■条例に基づいた、適切な貸出業務の実施。 B B

(5) 貸出に関する留意事項 ■条例に基づいた、安全に配慮した貸出実施。 B B

４ 施設維持管理 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

日本を代表するコンサートホールとしての水
準を維持する適切な管理を行います。

大規模修繕計画を策定する。開館日や営業率、
収支見直しを含めて政策協議し、情報公開する

□過失事故　年間０件
■横浜市との連携による大規模修繕計画の策定。
■QSYや横浜市と連動した危機管理の実施。

B B

※施設維持管理業務

・施設：法令に則った管理を実施。
・設備：日常点検、定期点検、法定点検等を行
ない性能の維持に努める。
・舞台設備：定期点検等を行ない、性能を維
持。
・客席椅子：大、小ホールの定期点検等を実
施。
・備品：運営に支障をきたさぬよう、定期点
検、保守点検等により、適切な状態を維持。

・他棟エリアに設備がある、ライフラインや躯
体の所有者が異なるが機能維持・管理責任を負
う、QSY一体としてビル管理が組まれている等、
QSY管理組合や他棟と連携して管理業務を行う必
要がある。

□QSY管理組合に都度参加。
■設備及び舞台設備関係の点検・定期整備業務の確実な実施。
■客席椅子の維持・管理の実施。
□楽器のクオリティ維持の為の各種点検・調律の計画的な実施（コンサートグランドピア
ノ保守点検：年間1回、楽屋等ピアノの定期調律：年間3回、練習室ピアノ定期調律：年間
12回、パイプオルガン年間保守：年間1回）
□舞台設備の定期保守点検の確実な実施。（舞台機構：年間2回、照明：年間3回、音響：
年間2回、客席：2回）
■修繕計画については、「修繕リスト」を基に設備管理会社・舞台技術スタッフとの間で
定期的に修繕会議を設け（隔月1回ペース）、「修繕リスト」の優先順位の見直しと効率
的な経費執行に配慮し、安全・安心な施設の維持管理を推進します。

B B

※環境維持管理業務
適正な環境維持に努めるとともに、環境に配慮
したエコにつながる運営も取り入れていきま
す。

■環境測定の実施と環境維持（適正な数値維持）
■ごみ分別によるリサイクル意識の推進。
■エコに繋がる提案。（年間1件以上）

B B

※保安警備業務 QSYの一員として、有人警備が規定されている ■経費面を勘案しつつ、施設の保安維持に努めます。 B B

※駐車場・搬入口管理業務
駐車場・搬入口の使用にあたっては、当該区域
を所有者から借用しなければならない

□駐車場・搬入口での過失事故、年間0件遵守。 B B

※６階屋上庭園の取り扱い 所有者が異なる。専有利用。 ■経費面を勘案しつつ、景観・安全の維持管理に努めます。 B B

※防災等
QSY共同防火・防災管理協議会の一員として、他
棟との連携とシステムを維持する

■QSYとの防災連携を図るべく「防火防災管理協議会」へ都度参加。

□当館スタッフの危機対応能力向上の為、火災・地震・AEDに対応した防災訓練を年間4回
実施。

B B

※緊急時の対応
■緊急時の対応がスムーズに行なえるよう、携帯電話及び携帯メールアドレス情報を盛り
込んだ緊急連絡網を作成。

B B

※電気主任技術者の配置 QSYの電気主任技術者を追認する ■法令に基づき、電気主任技術者（QSYの電気主任者を追認）を配置。

※建築物環境衛生管理技術者の配置 専門業者に委託 ■法令に基づき、建築物環境衛生管理技術者を専門業者に委託します。

※ボイラー技師（２級以上）の配置 専門業者に委託 ■法令に基づき、ボイラー技士（2級以上）を専門業者に委託します。

※甲種防火管理者および防災管理者の配置 ■法令に基づき、甲種防火管理者及び防災管理者を配置します。

※条例で定める業務以外で施設を使用する場
合

目的外使用の申請 ■目的外使用について、条例に基づき、都度適正な手続きを行ないます。 B B

(6) ホールにおいて蓄積された音楽に関
する情報やネットワーク、ノウハウを活
かし、市民の音楽活動を支援します。

(1) 利用者のニーズや利便性に考慮
し、柔軟に対応することにより、施設
の機能を最大限に発揮します。

(2) 日本を代表するとともに、市民に
身近で愛されるコンサートホールとし
てのサービスとホスピタリティを提供
します。

※プロモーションの充実

※条例の遵守

(1) コンサートホールとして相応しい
快適な環境を維持するとともに、安全
かつ安心して利用できるよう施設保全
を行います。

B

A

友の会においてのキャンペーン実
施、それに伴う入会者の目標以上
の獲得、東急車内ヴィジョン、動
画配信、スマホサイト、ツイッ
ター等多彩なプロモーションを展
開し、積極的に発信を行っている
と評価します。
また、新たに市民のための先行販
売を行う等、市民サービスの向上
にも取組みました。
今後も引き続き、様々な観点から
プロモーションを強化し、施設の
PRに努めてください。

目標値の設定にあたっては、事業
の特徴や過去の実績等を踏まえ
て、適切に設定するよう努めてく
ださい。

BB

A

各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

①広報・マーケティング
Ａ：友の会制度については、経費
圧縮を図りつつ、友の会増加策を
展開し、新規入会者を607名獲得。
Ｂ：市民優遇措置については、市
民先行販売を人気の「ジルベス
ターコンサート」、「Ｎ響定期演
奏会」で実施しました。
②プロモーション
東急車内ヴィジョンでの動画配信
や東急線横浜駅でのデジタルサイ
ネージ掲載、ＨＰ上の動画ＣＭ配
信やニコニコ動画配信等、各種プ
ロモーションを展開。
媒体への記事掲載は、前年度比
44％アップ。

その他、各広報ツールによる発信
力強化への取組み状況は以下のと
おり。
3/29スマホサイト導入
メルマガ：毎月2回発行
ＨＰアクセス数：月間平均20万件
ツイッターフォロワー数：1500件
webでのチケット購買率：主催公演
23.1%、貸館公演24.6%
web上読物『ｵｰｹｽﾄﾗﾍﾞﾗｰ』：年間6
回掲載
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５ その他の業務 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 コメント 行政評価 コメント 外部評価 コメント

政策経営協議会の開催

想定されている課題
①大規模修繕計画策定
②大規模災害対策。
③電力不足等による事故対応
④政策や社会情勢にあわせた軌道修正による、
長期にわたり効果的な運営、事業展開

□政策経営協議会の定期的な開催（年4回）
■大規模修繕計画の提案及び情報収集
■予約システム更新準備

計画の策定及び業務報告 □各１回を情報公開

業務評価
□自己評価：年２回
■市選任者による外部評価(業務視察受入）

収入（収入向上及び外部資金導入の努力）
・適切な運営資金の確保
・幅広い事業活動の展開による更なる収入の獲
得

□①事業収入：304,730千円
□②利用料金：203,239千円
□③協賛金・助成金：28,500千円

■協賛金・寄付金の有り方検討プロジェクトの発足。

支出(適切な支出配分、コスト削減への努力)
・新規事業費の計上、人的体制の整備
・広報・宣伝費の強化
・点検・設備改修維経費の確保

■契約電気使用量の見直し等の実施。

□倉庫整理を年間2回実施し、消耗品の過剰在庫を抱えない計画的な経費執行に努めま
す。（事務費消耗品：H24年度予算8,120千円以内執行遵守）

６ 組織に関する業務の基準 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 コメント 行政評価 コメント 外部評価 コメント

明確な責任体制の構築 ■各職責に応じた業務配分と責任体制を明確化した業務分担表を作成する。

専門人材の確保と高い専門性を発揮できる組
織

■効率的な委託の導入
□1回以上の専門研修実施

(2) 人材の育成の取組み -
①人事評価制度の導入
②ジョブローテーション
③研修実施

□ホール独自の研修実施（個人情報研修、文書研修、ツイッター研修年各1回以上実施）
□財団事務局と連携して行う研修への参加
□人権研修の年1回以上の参加

Ｂ B

７ 留意事項 目標の実践
特記（提案事項''要旨''）
※「業務の基準」を上回る提案事項や特に
配慮が必要な事項を中心に記載

目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

１　保険及び損害賠償の取扱い ■業務の基準に基づいた適正な取扱いをします。 Ｂ B

２　法令の遵守と個人情報保護
■ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ窓口の設置
■個人情報ﾏﾆｭｱﾙの年度内作成

Ｂ B

３　情報公開への積極的取組 財団事務局に情報公開窓口を設置 ■法令・条例・規程等に基づいた適正な対応を行ないます。 Ｂ B
４　市及び関係機関等との連絡調整 ■横浜市や関連機関との連絡を密にします。 Ｂ B
５　その他
　(1)　適切な認可及び届出等
　(2)　施設の目的外使用
　(3)　人権の尊重
　(4)　近隣対策
　(5)　重要書類の管理
　(6)　行政機関が策定する基準等の遵
守

　(7)　法令の制定及び改正への対応

B 各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

B

(1) 政策協働型指定管理を推進し、横
浜市の専門文化施設として最適な管理
運営を実現します。

(2) 収支計画
消耗品費の執行が目標金額を上
回っていますので、経費の削減に
努めてください。

■法令・条例・規程等に基づいた適正な管理を行ないます。

Ｂ B

(1) 組織

B

Ｂ B

B

Ｂ

音楽事務所等との費用按分型の事
業（共催型事業）を導入し、収支
バランスのリスクを軽減に努めて
います。



横浜みなとみらいホール　第２期指定管理者業務評価表（平成24年度分）　【別紙】

評価 総括コメント（左記の理由） 評価 総括コメント（左記の理由） 評価 総括コメント（左記の理由） 評価 総括コメント（左記の理由） 評価 総括コメント（左記の理由）

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

B B

組織体制を改めため、人件費が12,061千円増加
しています。コストの削減に努めることを期待
します。みなとみらい地区等の近隣の住民との
交流に努力している事評価します。
これからもより一層、地域との交流を深め、み
なとみらいホ－ルの運営に適切なアドバイスを
いただけるよう努力して下さい。

B

◎「日本を代表するホール」という外的認識の
根拠は何ですか。
◎⑵①「横浜文化中心」戦略の具体的な内容は
何ですか。
◎⑵③の施設連携事業で、連絡会など以外の具
体的な事業例はありますか。

B B

B B B B B

過失事故0件は高く評価されて良いのではない
でしょうか?
施設の経年劣化もあり予算が限られている中
で、楽器の保守など内容の評価は高いと思いま
す。特に、あの規模のオルガンが常に良い状態
に保たれていることは特筆に値すると思いま
す。
たくさんの車が四六時中出入りする中で過失事
故0件を達成されたことは高く評価したいと思
います。

B B

管理費が前年に比べ25,081千円多くなっていま
す。電気代の高騰が原因かと考えられます。今
後も電気代の高騰は続くものとみられます。さ
らに、来年の消費税率の引上げにより、租税公
課、すべての経費が上がる事が予測されます。
収支の差額を黒字にもっていくために　より一
層の収入の確保、より一層の経費の削減に取組
む様、努力していただきたいと思います。

B
◎外部資金について、国の助成金など以外の具
体的な戦略や仕組みについても検討の上、取組
む必要があります。

B
費用按分型の共催事業の導入が、当面の3か年
の事業収支に与える影響やリスク軽減の可能性
について、より詳しい説明があった方がよい。

B

B B B
◎目標水準の項における「効率的な委託」の導
入とは具体的にどのような事でしょうか。
◎目標の実践、水準共に具体性が見えにくい。

B B

B B B
◎コンプライアンスについての取組はホール内
部だけではなく、財団や市を含めて、客観性を
保ちながら進めてほしい。

B B

B

ホール・オルガニスト・インターンシップは国
内外に先駆けたすばらしい企画で、その研修と
教育共にレベルが高く、他に追従を許さぬ内容
です。インターン修了者からシャルトル国際オ
ルガン・コンクール優勝者が輩出されたこと、
インターン修了者同士の実り多い縦の連携もＡ
評価に値すると思います。
横浜みなとみらいホールのホール・オルガニス
ト三浦はつみ氏のたぐい稀な音楽性とリーダー
シップあってのことと拝察しております。

石田委員 田中委員 中村委員 丸山委員 宮本委員

B

（２）
事
業

A
③音楽活動を担う人材の育成や、④子供たちに
音楽に親しむ機会を増やすという点に関し、事
業計画を上回る実績となった。

B

邦楽コラボコンサートはプロデュースの三橋貴
風さんとタレントのデーモン閣下両人の人気で
観客動員はありましたが、二人のコラボは長く
続いているもので、残念ながら当ホール独自の
文化発信とはいえません。三橋さんの和楽器合
奏団が定期的な新たな活動をするなど、より長
期展望にたった邦楽文化振興が必要と思いま
す。
大学との連携事業は成功していると思います。
さらに、横浜国大、慶応大など幅広く地元の高
等教育機関にも働きかけ、さらに連携を広げて
いただきたく思います。アートマネイジメント
育成に人材が数多く集まったことを評価しま
す。
子供対象の事業も優れた成果を挙げられまし
た。

◎前回の審査時にも指摘した、全国に発信でき
る「独創的で核となるブランド事業」が見えま
せん。
◎１の経営目標に掲げられた前提が、事業の内
容や質にどの様に反映されているのかが不明確
です。
◎１の経営目標を反映する、基幹事業の考案、
実施を強く期待します。
◎オペラ事業は、施設機能上の不備があり、検
討が必要です。また、ホール・ステージオペラ
は、サントリーなど都内有力ホールが先行して
います。
◎「新たな音楽文化を提案」するホールとし
て、独創的な企画を期待します。
◎関内ホールなど各区の施設の事業と、みなと
みらいホールの市民サービス事業の内容や質と
の違いを明確にする必要があります。
◎４つの基本方針が有りますが、運営上の優先
順位を明確にする必要があります。
◎文化庁支援事業においては、一層の支援を望
めるような内容や質の追求を期待します。
◎みなとみらいホール地区は、横浜市の文化戦
略を世界に向けて発信する特別な地域です。み
なとみらいホールは、質、内容共に国際水準を
目指す事のできる希有な地域に立地し、ハード
機能も遜色のない国内有数のコンサートホール
です。その施設の機能が最大限に活用される事
業設計を切望します。

24年度事業一覧を見ると国内、国外を問わず著
名なオ－ケストラの招聘公演は、料金の設定が
高いのにかかわらず入場者数が多い事がわかり
ます。横浜ですばらしい音楽が魅了できる事は
誇らしいことです。このすしい音楽を聴ける事
は、ホ－ルの環境のすばらしいことでありま
す。この環境を維持することは、大変な管理を
伴うことではありますが、この環境を維持し市
民が誇れる施設として運営を行なう事を願いま
す。
若手ア－ティストの積極的に登用など、今後も
この機会を積極的に作ってくださる様お願いい
たします。
子供向け、障害のある方を対象とした事業はす
ばらしいと思います。
事業一覧の中にも入場者数が多いことがわかり
ます。
こうした機会を増やし子供等たちに音楽を通し
て夢を与える公演を行なって欲しいと望みま
す。
事業計画策定時目標　当初20,000人　詳細な事
業組立で6,200人と変更がありました。
事業計画策定にはより慎重な計画をたてるよう
お願いいたします。

　

B

B

組織としての広報チームの活動に大きな成果が
あったと思います。とくに、友の会の拡充とプ
ロモーション戦略に成功しました。また、関連
団体の拡大と協働が実って文化活動として幅が
出たことも評価できます。

B

アンケ－ト等　利用者からの声を聞くなどみな
とみらいホ－ルがより良くなるための　努力が
窺えます。このアンケ－トに対しどのように対
応しているのかが問題です。子育て世代にも音
楽鑑賞の機会を提供する事業はすばらしい事と
思います。親の介護をしている方たちにもこの
ような機会ができたらすばらしいでしょう。
プロモ－ションの強化に積極的に取組んでいる
事が窺えます。今後も幅広い層のプロモ－ショ
ンに取組み、みなとみらいホ－ルの魅力を十分
に理解できるよう努めてください。

◎レセプショニストは、ホールの顔として重要
な役割を果たします。 首都圏の都市ホール
（世界の中で高い評価を得るコンサートホー
ル）として、プロフェッショナルなサービスを
期待します。
◎リハーサル室、レセプションルームの一層の
活用を期待します。
◎チケット販売委託に関して、ホールとしての
戦略を明確にすべき
◎マーケティング戦略は良好のようですが、例
えばオルガン事業など、ブランド化できる独自
企画を、全国のホールへ売り込む計画について
も研究する必要があります。
◎ファンドレイジングの専門的な研究と、仕組
みの構築や実践に期待します。

中村委員

（３）
施
設
の
運
営
事
業

B

B

宮本委員

B

丸山委員石田委員 田中委員

横浜みなとみらいホールの指定管理者である公
益財団法人横浜市文化振興財団は、指定管理第
２期の開始の年である平成２４年度、今後１０
年を見据えた諸計画を提示されましたが、概ね
それらを予定通り推進し、数値の上では当初の
目算よりも高い成果をあげられたことを評価し
ます。特に、芸術文化へのアクセス拡大、市民
文化活動支援市民協働推進の事業は、入場料・
受講料が割高と思われるものを除けば、動員力
は優れており、広く市民の関心に応えたものと
いえましょう。そのなかで気になるのは、室内
楽とオルガン関連のコンサートの集客の少なさ
です。いずれも日本では聴衆の少ない分野には
違いありませんが、室内楽に適切な規模の小
ホールを有し、またオルガンは大ホールの象徴
にもなっているみなとみらいですから、いまひ
とつ工夫を凝らして欲しいと思います。
　また、世界への文化発信と文化交流も、事業
としてはまだ強くは打ち出されていないように
思われます。それこそ１０年計画の中心に明確
に位置づけ、じっくりと取り組んで欲しいと思
います。

B

横浜みなとみらいホールに非公募10年の指定管
理制度が取り入れられたことは横浜市が理想と
する文化芸術に対する水準の高さを体現したも
のとして他県からも注目されている事と思われ
ます。

平成24年度は新しい指定管理制度の始まりの年
として今まで以上に幅広い層の市民へ芸術文化
を届けることに務められたことを評価いたしま
す。

事業内容と広報の充実、そしてホール内の安全
確保全てにご努力のあとが見られる事に敬意を
表し、今後ともなお一層の発展を期待いたしま
す。

基
本
方
針

B

（７）
留
意
事
項

政策協働型指定管理方式の下、長期目標の実現
に向け、組織面・専門人材面で強化・整備が図
られた。子供の音楽体験等の長期継続的・実験
的事業の実施は、特色ある試みである。期間
中、中間結果であっても、適宜、成果を発信す
ることが望ましい。

B

指定期間が１０年という長いスパンの中で初年
度は、指定管理者として、積極的に行動し適正
な運営を行なったと評価します。
これからの９年間基本方針を忘れず、横浜市が
誇れる音楽の拠点としての存在を築いて欲しい
と思います。
建設から１５年経過し先日ホ－ルをみた時、床
のいたみがひどいのが見受けられました。
床だけでなく　他にも老朽化が進んでいること
が予想されます。
床の補修を始め、パイプオルガンの管理維持も
時がたつにつれ維持管理費が多額になることか
ら、補修等を含めての長期的な事業計画を考え
て運営を行なう事を希望します。

B

◎みなとみらいホールは、①ハード機能②良好
なアクセスと世界に拓かれた周辺施設や環境③
開港都市横浜のブランドなどに恵まれ、国内で
も希有な位置にあるコンサートホールであると
言えます。
◎それらの恵まれたハードや周辺文化資源を最
大限に活用し、「基本方針」の内容が実現され
ることを切望します。
◎それには、事業のスケール感、上質かつ最良
のソフトの実践が欠かせません。
◎この評価表に限ってみるならば現場・行政共
に「 事業運営に関しての取り組みが希薄な印
象」をもちました。
◎当外部評価制度は、全国に発信できる質を
もっているはずですが、今回の素材は通用しな
いように感じられます。
◎市の文化行政の成果として、外部に対してし
かるべき発信のできる質が必要ではないでしょ
うか。
◎せっかくの「非公募単独指名10年」の効果に
疑義が生じかねません。

（４）
施
設
維
持
管
理

（５）
そ
の
他
の
業
務

（６）
組
織
に
関
す
る
業
務
の
基
準

B

（１）
経
営

＜評価基準＞ 
Ａ（著しく優れている）：業務基準・目標水準を遥かに上回っている。 
Ｂ（適正）：業務基準・目標水準を達成できている（※標準点） 
Ｃ（改善の必要有）：業務基準・目標水準に満たない。又は一部未達成。 

＜コメント・理由欄＞ 
Ａ：数値・具体的な事項等を記入のこと。当初予定していなかった事業を実施し効果をあげたり、目標を遥かに上回った理由を記入。 
Ｂ：目標通り達成できている場合は特にコメント不要。目標と違う方法でも同様の効果が得られた場合はその様に記載。 
Ｃ：目標に達しなかった理由や今後の改善策を記載のこと。 
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