
平成24年度　横浜みなとみらいホール  第２期　指定管理者業務計画完了確認表

（1／5）

計画項目：☆ 完了項目：★ 変更項目：！

計画

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(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。）

①★

②★4/13東響公開リ
ハーサル・館内ツアー
（290人）、4/19神奈フィ
ル公開リハーサル（355

人）
★昭和音楽大学

①★

②★5/24神奈フィル公
開リハ（391人）

★5/15　神奈フィルロビ
コン(55人）

★昭和音楽大学

①★

②★6/21神奈フィル公
開リハ（503人）

★昭和音楽大学、6/30
「蝶々夫人」桐朋学園

大学

①★

②★7/6ＭＭＣＪロビコ
ン（67人）、7/19神奈

フィルロビコン（117人）
★昭和音楽大学

①★

②★昭和音楽大学、
「わくわく遊音地」玉川

大学

①★

②★昭和音楽大学、
フェリス女学院大学

①★

②★昭和音楽大学

①★

②★11/22神奈フィル公
開リハ（511人）

★昭和音楽大学

①★

②★昭和音楽大学

①★

②★1/24神奈フィル公
開リハ（401人）

★昭和音楽大学

①★

②★2/13神奈フィル公
開リハ（303人）、

★昭和音楽大学、フェリ
ス女学院大学

①★

②★昭和音楽大学、
フェリス女学院大学

(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

①ＱＳＹ、ＬＭＰ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）

①★

②★

③★

①★

②★

③★5/30：mmcc横浜
美術館ナイト×ハマの

jack（132人）

①★

②★

③★

①★

②★

③★

①★

②★

③★

①★

②★

③★9/14：mmcc横浜
美術館ナイト×シネマ・
パイプオルガン（178人）

①★

②★

③★

①★

②★

③★

①★

②★

③★

①★

②★

③★

①★

②★

③★

①★

②★

③★

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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。）

①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
②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
③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

①パーヴォ 1880人 ②都響2公演　2894人
①ティーレマン　1349人
②都響　1548人

②都響　1312人
②ヤンソンス　1661人
　ソヒエフ　730人

②都響　1672人 ①ハイティンク　1531人

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

オペラ　119人
１ドル　878人
みなクル　2003人

１ドル　1009人
みなクル　1426人

１ドル　925人
みなクル　1826人

１ドル　1114人
みなクル　1332人

１ドル　889人
みなクル　1,333人

１ドル　823人
みなクル　1033人

１ドル　930人
みなクル　1193人

１ドル　1132人
みなクル　1185人

オペラ　400人
みなクル　1504人

オペラ　265人
１ドル　1045人
みなクル　936人

１ドル　1066人
みなクル　1178人

オペラ　404人
１ドル　911人
みなクル　1408人

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

文化庁
①119人

文化庁
②235人

文化庁
①1417人

文化庁
②238人

③8/1「ハマの舞踏会」
8/8「みなとみらいクラ
シック・クルーズ」
8/20-22「ヤングアメリカ
ンズ・アジアンツアー
2012」

文化庁
②101人
③2184人

①シネマ×パイプオル
ガン686人
③9/27「１ドルコンサー
ト」
④ＧＡﾄｰｸｼｮｰ　62人
街の音楽院　25人

文化庁
③1101人

④ﾚｸﾁｬｰﾗｳﾝｼﾞ　37人

文化庁
②145人

④調律師の仕事　90人
街の音楽院　41人

②235人
新曲1曲、再演1曲
④Ｊｕｓｔﾚｸﾁｬｰ　10人

文化庁
①400人
②235人

文化庁
①265人

①邦楽公演　1066人
④街の音楽院　73人

文化庁
①404人

「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

①1417人
②ヤルヴィ　1880人

②延原　238人
ミンコフスキ　1015人

②都響2公演　2894人

②バーデン　1029人
ホリガー　254人
ティーレマン　1349人
都響　1548人

②都響　1312人
②ヤンソンス　1661人
　ソヒエフ　730人

②都響　1672人 ②ハイティンク　1531人

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

②１ドル　1人
　集まれ　1人

②オペラ　4人 ②１ドル　1人
②１ドル　1人
　集まれ　1人

②１ドル　1人
①615人
②集まれ　1人

②オペラ　4人 ②集まれ　1人 ②１ドル　2人

 

目標項目 完了

(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。

(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。



平成24年度　横浜みなとみらいホール  第２期　指定管理者業務計画完了確認表

（2／5）

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）

①昭和音大 ①昭和音大
①昭和音大
桐朋学園大学

①昭和音大
①昭和音大
玉川大学

①昭和音大
フェリス女学院大学

①昭和音大 ①昭和音大 ①昭和音大 ①昭和音大 ①昭和音大 ①昭和音大

(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。

子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、障害のある子どもや
介助を必要とする子ども
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。

■子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子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

①こどもの日　3448人
②「みんな集まれ」147
人

①親子オペラ　643人
ジュニア　848人
遊音地鑑賞　2245人
②遊音地WS　1832人
「みんな集まれ」178人

①０歳オルガン　2191
人
②「みんな集まれ」144
人
③17572人

③17929人
②「夢はピアニスト」55
人
「みんな集まれ」124人

②「みんな集まれ」96人
②「みんな集まれ」157
人

(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）

わくわく遊音地参加総
人数
7370人

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。

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

1月9日　3人
1月20日　4人

2月3日　4人
2月7日　3人

3月26日　4人

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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

★4/13東響公開リハ
（290人）
★4/13東響館内ツアー
（27人）
★4/19神奈フィル公開
リハ（355人）
★ＰＲコーナー常設

★5/24神奈フィル公開
リハ（391人）
★ＰＲコーナー常設
★5/15　神奈フィルロビ
コン(55人）

★6/21神奈フィル公開
リハ（503人）
★ＰＲコーナー常設

★ＰＲコーナー常設
★7/6ＭＭＣＪロビコン
（67人）、7/19神奈フィ
ルロビコン（117人）

★ＰＲコーナー常設 ★ＰＲコーナー常設 ★ＰＲコーナー常設
★11/22神奈フィル公開
リハ（511人）
★ＰＲコーナー常設

★ＰＲコーナー常設
★1/24神奈フィル公開
リハ（401人）
★ＰＲコーナー常設

★2/13神奈フィル公開
リハ（303人）
★ＰＲコーナー常設

★ＰＲコーナー常設
☆年間来館者数：55万
人

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）
★1件 ★0件 ★2件 ★2件 ★0件 ★3件 ★3件 ★2件 ★2件 ★2件 ★2件

★2件
年間計：21公演

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）

①★公演打合せ55件
③★4/13-14レセプショ
ニスト採用面接
★4/22-26レセプショニ
スト新人研修

①★公演打合せ60件
③★5/27、30レセプ
コーチャー研修

①★公演打合せ62件 ①★公演打合せ63件

①★公演打合せ48件
③★8/27レセプショニ
スト全体研修
★8/17避難訓練実施

①★公演打合せ62件
③★9/7、9レセプチー
フ研修
★9/3避難訓練コン
サート実施（参加者238
人）

①★公演打合せ59件
③★10/2、6新採用レ
セプフォローアップ研修

①★公演打合せ52件 ①★公演打合せ53件
①★公演打合せ42件
②★1/20利用者懇談
会（参加数192人）

①★公演打合せ48件
①★公演打合せ66件
②★利用者アンケート
実施（189件）

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。

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　26％
レセプションルーム
11％
練習室　67％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　18％
レセプションルーム
17％
練習室　63％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　86％
レセプションルーム
13％
練習室　71％
★撮影：6/1リハ室「め
ざましテレビ」インタ
ビュー

★利用率
大ホール　100％
小ホール　93％
リハーサル室　48％
レセプションルーム
20％
練習室　87％
★撮影：7/12小Ｈ月間
少年マガジン「四月は
君の嘘」

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　56％
レセプションルーム
10％
練習室　77％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　41％
レセプションルーム
10％
練習室　69％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　93％
リハーサル室　40％
レセプションルーム
13％
練習室　74％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　75％
レセプションルーム
40％
練習室　83％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　72％
レセプションルーム
35％
練習室　70％

★利用率
大ホール100%
小ホール96%
リハーサル室59%
レセプションルーム25%
練習室75%
★撮影：1/23-25館長
応接室テレビ東京ドラ
マ「検事・沢木正夫　第
三の容疑者」

★利用率
大ホール100%
小ホール96%
リハーサル室33%
レセプションルーム29%
練習室80%
★撮影：2/15レセプショ
ンルーム、フジテレビド
ラマ「ＧＴＯ」

★休日夜間本公演利
用受入：大ホール年間
計15回、小ホール年間
計30回
★大ホール空き区分リ
ハーサル利用促進：年
間計20回
★利用率
大ホール100%
小ホール100%
リハーサル室54%
レセプションルーム18%
練習室81%

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）

①★ ①★
①★

②★6/1：チケットセン
ターウェブ始動

①★
①★

②★ミューズショップ：
オリジナルキーフォル

ダー販売

①★ ①★ ①★ ①★

①★
②★ミューズショップ：
開館15周年オリジナル

缶バッジ販売

①★
①★

②★オンラインチケット
購入率24.6％

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)
★4/18　山形県県議会

議員
★

★6/23　台湾文化部秘
書ほか
★6/27　神奈川県警

★7/12　講談社月刊少
年マガジン取材 ★ ★ ★

★11/10　財団法人大
分県文化スポーツ振興

財団
★11/13　八戸市

★11/22　市文化振興
課

★ ★ ★2/21：熊本市視察
★3/20：堺市市議視察

★年間合計：76件

(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。

(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。

(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。

(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。
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【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。

★オリジナルキーフォ
ルダ新発売

★15周年オリジナル缶
バッヂ新発売

【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）

★
★5/21：業者との定例
打合せ（チケットセン

ターweb)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★3/14：業者との定例
打合せ

【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 ★ ★ ★ ★ ★

【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

★託児公演：133公演
★預かり子供数：267人

【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。

②★ ②★

②★6/11-17：東急線
車内動画「東Ｑビジョ

ン」広告掲出
6/20-22：東急線車内

中吊広告掲出

②★

①★友の会収支改善
策実施

②★

①★友の会入会金無
料キャンペーン実施

★市民先行販売実施：
9/25「ジルヴェスターコ
ンサート」、9/26「ＮＨＫ
交響楽団定期演奏会」

②★

①★友の会入会金無
料キャンペーン実施

②★

①★友の会入会金無
料キャンペーン実施（期
間中新規入会者：341

名）

②★

①★友の会紹介特典と
再入会優遇スタート、友
の会WEB入会フォーム

アップ

②★

②★
②★東急線横浜駅構
内デジタルサイネージ

実施

②★新聞・雑誌・フリー
ペーパー・ＷＥＢ・ＴＶラ

ジオ媒体掲載合計
1,015件（対前年度比：

44%増）

【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。

★トップページアクセス
数；28,819/総ページ
ビュー数；186,799
★メルマガ：2回発行

★トップページアクセス
数；30,858/ 総ページ
ビュー数；202,821
★メルマガ：2回発行
★コンサートカレンダー
発行Ⅰ

★トップページアクセス
数；32,069/ 総ページ
ビュー数；207,119
★メルマガ：2回発行
★6/11：ツイッターフォ
ロワー数：800件超
★6/3、9：読物「オーケ
ストラベラー」

★トップページアクセス
数；31,371/ 総ページ
ビュー数；205,824
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
数：900件超

★トップページアクセス
数；29,279/ 総ページ
ビュー数；195,071
★メルマガ：2回発行
★コンサートカレンダー
発行Ⅱ

★トップページアクセス
数；33,291/ 総ページ
ビュー数；230,259
★メルマガ：2回発行
★webでのチケット購買
率：約9%
★9/8、19：読物「オー
ケストラベラー」

★トップページアクセス
数；31,881/ 総ページ
ビュー数；209,384
★メルマガ：2回発行

★トップページアクセス
数；32,212/ 総ページ
ビュー数；212,208
★メルマガ：2回発行
★コンサートカレンダー
発行Ⅲ

★トップページアクセス
数；35,134/ 総ページ
ビュー数；222,271
★メルマガ：2回発行
★12/7、28：読物「オー
ケストラベラー」

★トップページアクセス
数；30,649/ 総ページ
ビュー数；206,116
★メルマガ：2回発行

★トップページアクセス
数；26,595/ 総ページ
ビュー数；179,232
★メルマガ：2回発行
★コンサートカレンダー
発行Ⅳ
★東急線横浜駅構内デ
ジタルサイネージ実施

★3/29：スマホサイト開
設
★トップページアクセス
数；27,450/ 総ページ
ビュー数；190,609
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
数：1,500件超
★webでのチケット購買
率：24.6%

(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。

★営業日数
大ホール　28日
小ホール　28日

（施設点検日　2日）

★営業日数
大ホール　29日
小ホール　29日

（施設点検日　2日）

★営業日数
大ホール　29日
小ホール　28日

（施設点検日　1日）

★営業日数
大ホール　30日
小ホール　29日

（施設点検日　3日）

★営業日数
大ホール　26日
小ホール　26日

（施設点検日　5日）

★営業日数
大ホール　29日
小ホール　28日

（施設点検日　1日）

★営業日数
大ホール　30日
小ホール　30日

（施設点検日　1日）

★営業日数
大ホール　27日
小ホール　29日

（施設点検日　１日）

★営業日数
大ホール　30日
小ホール　27日

（施設点検日　1日）

★営業日数
大ホール　26日
小ホール　27日

（施設点検日　3日）

★営業日数
大ホール　21日
小ホール　23日

（施設点検日　5日）

★営業日数
大ホール　29日
小ホール　29日

（施設点検日　2日）

(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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(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。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(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。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(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。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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。

★過失０件
★過失０件

★5/29：QSY防火防災管
理協議会

★過失０件 ★過失０件
★過失０件

★8/17：避難訓練

★過失０件
★9/3：避難訓練コンサー

ト
★過失０件

★過失０件
★11/28：QSY防火防災管

理協議会
★過失０件

★過失０件
★1/29：避難訓練

★過失0件
★過失０件

★3/14：地震訓練

★4/13　QSY管理組合 ★5/11　QSY管理組合 ★6/15　QSY管理組合

★7/13　QSY管理組合
★7/24　QSY神奈川新
聞花火大会当日対応

会議

★8/10　QSY管理組合
★9/14　QSY管理組合
★9/24　QSY罹災証明

のための査察

★10/5,15　総務省電
波調査
★10/10　MMH環境保
全委員会
★10/12　QSY管理組
合
★10/15　誘導灯工事
後現場確認

★11/13　MMH環境保
全委員会
★11/15　QSY管理組
合、公開収録混雑対策
会議
11/26-27　財政援助団
体等監査

★12/19　QSYクリスマ
ス・年末年始営業・警備
打合せ

★1/18　QSY管理組合
★2/5　QSY管理組合
予算会議
★2/15　QSY管理組合

★3/15 QSY管理組合

★5/11　大ホール吊マ
イクケーブル改修

★7/4　大ホール客席
改修第２期/１回目、子
供用クッション30個納品
★7/26-27　大ホール
客席改修第２期/２回目

★8/13-15　舞台音響
点検
★8/14-15　大ホール
客席保守点検

★9/24　小ホール客席
保守点検

★10/17,18　松尾楽器
ピアノ保守点検

★11/12,14,16　大小
ホール舞台照明保守点
検

★12/10　舞台機構保
守点検

★1/21　大ホール客席
改修工事
1/27　パイプオルガン
定期保守点検

★2/4-6　パイプオルガ
ン保守点検、
2/18-19　大ホール客
席保守、
2/18-20　音響点検、
2/25-26　照明点検

★6/17　修繕打合せ（Ｂ
Ａシステム、セキュリ
ティシステム、ホワイエ
照明、誘導灯、ＣＣＴＶ/Ｉ
ＴＶ、ビル管理無停電装
置）

★7/10　修繕打合せ（Ｂ
Ａシステム、セキュリ
ティシステム、ホワイエ
照明、誘導灯）

★8/9-10　修繕打合せ
（空調システム改修、誘
導灯、CCTV/ITV、BA
システム、汚水ポンプ）

★9/24　修繕打合せ（ト
ランシーバー調査、セ
キュリティーシステム、
QSYビル管理システム）

★10/30　修繕打合せ
（セキュリティーシステ
ム、ホワイエ照明）

★11/12　修繕打合せ
（ITV、防火ダンパー、
空調システム）

★12/29　修繕打合せ
（防火ダンパー、ITV工
事）

★1/9　修繕打合せ（大
ホール音響卓）

★2/22　修繕打合せ（Ｌ
ＥＤ、防火ダンパー等）

□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。

※条例の遵守

・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。

(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

※施設維持管理業務

 

※プロモーションの充実
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※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）

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★事務室内外のＬＥＤ
化検討

★ ★2/4アスベスト調査
★事務室内外ＬＥＤ工
事完了

※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。 ★国際警備に委託 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※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。
★借用契約更新

★過失０件
★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件

※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。

★4/9：植栽手入 ★6/4：植栽手入 ★8/27：植栽手入 ★ウッドデッキ補修工事
★10/15：植栽手入

ウッドデッキ補修工事
★3/4：植栽手入

※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。

★8/17：避難訓練
★9/3：避難訓練コン
サート

★10/16-18　西消防署
査察

★11/28　QSY共同防
火防災管理協議会

★1/29：避難訓練 ★3/14：地震訓練

※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。

★異動に伴う修正 ★異動に伴う修正 ★ ★ ★異動に伴う修正 ★ ★異動に伴う修正 ★ ★ ★ ★ ★

※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。

★追認済み ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※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。

★東急コミュニティー ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※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。

★東急コミュニティー ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※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。

★承認受理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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

★予約システム更新準備
★大規模修繕計画情
報収集

★7/23　政策経営協議
会、大規模修繕計画提
案

★9/1　政策経営協議会
★11/20　政策経営協
議会、応急給水訓練

計画の策定及び業務報告 □各１回を情報公開 ★業務計画書策定 ★業務報告書作成

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）

★中期振返り ★期末振返り

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。

★協賛金有り方検討 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動

☆事業収入：226,000千
円

利用料金：209,000千円
協賛金・助成金：30,000

千円

★3/24：協賛者感謝会
実施

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）

★6/13　QSY夏季電
気・冷水デマンド抑制会
議

★倉庫整理実施 ★倉庫整理
★消耗品費執行額：
10,548千円

６ 組織に関する業務の目標の実践

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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。

★総支配人・広報Ｔ配
置、

業務分担表作成
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約 ★効率的な委託契約
★効率的な委託契約
★2/7：舞台技術合同

研修会
★効率的な委託契約

(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

★4/20　安全衛生管理
実践セミナー

★5/15　MBO研修
★6/12：ツイッター講習
6/19・29　コンプライア

ンス研修

★7/3個人情報研修
★12/12：経理セミナー

★人権研修
★3/22コンプライアンス

研修

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

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(2) 収支計画

 

できるよう施設保全を行いま
す。

(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。

(1) 組織
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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

★窓口を経営Ｇ長とする ★ ★
★7/3個人情報マニュ

アル作成・配布
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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。

★窓口を経営Ｇ長とする
・請求０件

★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件 ★０件

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。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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
　(7)　法令の制定及び改正への

■法令・条例・規程等に基づいた適正な管理を行ないま
す。

★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★
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