
横浜能楽堂
　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

基本方針 特記（提案事項要旨） 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

1. 古典芸能の専門館として「文化
芸術による魅力・活力の創出」の
一翼を担い、「古典芸能の総合的
な受・発信基地」としての役割を
果たす。

2. 「敷居の低い能楽堂」を継承
し、市民が文化芸術に触れ、豊か
な創造性をはぐくむことのできる
文化芸術活動の基盤整備を推進す
る。

◆（事業実施）公共文化施設として地域
社会へ貢献する・専門文化施設としての
芸術・学術性を追求する・古典芸能の振
興
◆（自主事業・貸館事業バランス）多様
なニーズに応えられる施設として、バラ
ンスのとれた自主事業と貸館事業の運営
を図る。
◆（施設運営）文化財保護と利用者サー
ビスの両立を心掛け、国内外の有料見学
ツアー誘致・体験講座の企画等による利
用率向上を目指す。
◆（施設管理）文化財保護と利用者サー
ビスの両立を図り、「安全」「安心」
「快適」な環境を提供し、高齢者・子ど
もたちにとっても「優しい施設」を目指
す。
◆（収支予算）「事業収益の確保」と
「経費の効率化」を図る。

Ｂ

企画公演「美の世阿弥・華の信光」、日中国
交回復40周年記念特別企画公演「日中を旅
した楽器」、沖縄本土復帰40年、特別展「楽
器は語る」などを開催し、多くの新聞の文化欄
に大きく取り上げられました。特別展「楽器は
語る」で沖縄県の文化財指定を受けている名
器「開鐘」が初めて本土で展示されたこともあ
り、特別企画公演「日中を旅した楽器」とともに
沖縄でも大きく報道され、注目を集めました。
「バリアフリー能」「横浜狂言堂」「親子能楽ワ
ンダーランド」などの普及公演も堅実に取り組
みました。運営面ではホームページやツイッ
ター等の広報ツールに加え、ニコニコ動画で
狂言の公演の実験生中継を行い、国内外へ
の発信に取り組みました。管理面では設備の
経年劣化が進む中、日々の維持管理の中
で、「安心」「安全」「快適」を提供できるように
努めました。

Ｂ

事業面では、関連記事が新聞等の媒体にも
多く掲載されており、質の高い公演を企画・実
施していることを評価します。また、子ども向け
のワークショップやバリアフリー能、ニコニコ動
画での配信を行うなど、積極的に能楽の裾野
の拡大に努め、成果を上げていることを評価
します。
施設管理では、建設から17年が経過している
ので引き続き、きめ細やかな設備の管理を期
待します。

Ｂ

　能楽専門の施設ではあるが、「古典芸能」と
いう、より広範な視点から多角的に自主事業
を実施しており、多様な顧客層に横浜の文化
芸術を発信している点は評価できる。
　「バリアフリー能」や「横浜こども狂言会」は、
横浜能楽堂ならではの社会性を持った企画
事業であり、能楽の裾野の拡大に資する取り
組みとして高く評価する一方、企画公演にお
ける出演能楽士の固定化の懸念や、高台に
ある施設へのアクセス改善などの検討すべき
課題も散見された。
　今後とも、初心者が親しみを持って能楽公
演に足を運んでくれるような仕掛けや、近隣文
化施設との協働による新規来館者の掘り起こ
しなどの取組を進めることで、古典芸能の普
及・継承に一層努められることを期待する

 

（１）事業目標 特記（提案事項要旨） 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　能楽等に関する興味や関心を広
げ、理解を深めるための事業

◆幅広い層が鑑賞しやすいように条件整備
をした「普及公演」の実施
◆現代を代表する演者が出演する芸術性の
高い「特別公演」の実施
◆芸術性・学術性があり創造・発信性の高い
「企画公演」の実施
◆公演とは違った形で古典芸能を楽しめる
講座の実施
◆自らが体験する「教室・ワークショップ」の
実施
◆アジアを始めとした海外との古典芸能分
野での国際交流事業の実施。

●「普及公演-横浜狂言堂」を毎月第２日曜日に、普及公
演-バリアフリー能」「普及公演-夏休み親子能楽ワンダーラ
ンド」を各１回開催します。
●特別公演を１回開催します
●企画公演「美の世阿弥・華の信光」、日中国交回復40周
年記念特別企画公演「日中を旅した楽器」、沖縄本土復帰
40周年「琉球芸能 本土に咲く華々」を開催します。
●講座「この人百話一芸」を年４回開催します。
●「こども狂言ワークショップ～入門編」「こども狂言ワーク
ショップ～卒業編」「横浜こども狂言会」「初めての能楽教室
シリーズ」を開催します。
●各教室・ワークショップとも定員の80％以上の参加率を
目指します。
●日加共同制作ダンス作品「Susuriwka」をカナダにおいて
再演します。
●各公演・講座とも券売率65％以上を目指します。

A

・「横浜狂言堂」ではニコニコ動画で生配信を５回
実施し、普段能楽堂に足を運ばない新たな層にも
アプローチしました。　お客さまが購入したチケット
が児童養護施設等の子どもに贈られるという「もう
一枚のチケットプロジェクト」を行いました。
・「バリアフリー能」では新たな取り組みとして、視
覚障がい者向け施設見学会、聴覚障がい者向け
のPSPやiPadを利用した文字配信を行いました。
・「夏休み親子能楽ワンダーランド」では、教育研
究のため、横浜国立大学の撮影に協力しました。
・特別公演ではパンパシフィック横浜ベイホテル東
急と協力したお食事付プランを実施しました。
・「美の世阿弥・華の信光」では作風の異なる二人
の作者の曲を１人の演者が１日で演じ分けました。
復曲「巴園」を関東で初めて上演したことや、黒川
能（国指定重要無形文化財）所蔵の能面をプロの
能楽師が使用したことも高い注目を浴びました。
・「日中を旅した楽器」は公演を録音したCDを作
成し、芸術祭に参加が認められました。
・「琉球芸能 本土に咲く華々」で秋篠宮妃殿下に
ご臨席賜りました。
・「Susuriwka」は世界中から人が集まる先住民族
のフェスティバル「Planet IndegenUs」から正式に
招請を受け、カナダ・トロントで４回にわたり再演し
ました。
・券売率の年間平均は81.9％でした。

Ａ

・ニコニコ動画での生配信では、年間の視聴
者が６千人を超え、配信のためのインターネッ
ト環境の整備を行うなど、普段能楽に触れる
機会の少ない層にも積極的にアプローチした
ことを評価します。また、バリアフリー能では、
昨年度の来場者の意見を取り入れて改善を
行うなど、来場者目線の企画運営ができてい
ます。
・特別企画公演「日中を旅した楽器」では、沖
縄タイムスでのこけら落とし公演を行い、横浜
能楽堂の企画力が外部からも高く評価されて
いるので、25年度以降も継続した取組を期待
します。

２　横浜能楽堂及び能楽等に関する情
報の提供

◆公演情報等の収集、提供。
◆ブログ、twitter 等の活用
◆国内外の古典芸能等の現状等を現地に
赴き、文化・観光の視点からの調査
◆調査研究の成果を基礎にした展示の開
催。

●新聞、雑誌への記事掲載を行います。年間24回（月平
均2回ペース）を目指します。
●ブログ年間24回更新、twitter月15回以上ツイート。
●国内1カ所、国外1か所調査します。
●公演関連企画の特別展、常設展等を開催します。

A

・新聞への記事掲載年間51回。（月平均４回
ペース）。情報欄やラジオなどの告知記事を
合わせると348回。特に、特別展「楽器は語
る」は、沖縄タイムスの１面に大きく取り上げら
れました。
・特別展「楽器は語る」では沖縄県指定文化
財である三線の名器「富盛開錠」「江戸与那」
の史上初の本土初公開となりました。特別企
画公演「日中を旅した楽器」パンフレットと併
せて作成した展示図録は資料価値が高く研
究者からの評価も得ました。

Ａ

・企画公演を始め、横浜能楽堂に関する記事
が多く掲載されています。昨年度に比べて10
回以上増えているので、来年度以降も継続し
た発信性を期待します。
・被災地の虎舞保存会への支援や、市民・事
業者への能楽に関する情報提供など社会的
な貢献も果たしており、評価します。

３　能楽等の公演、練習その他の活動
の支援

◆「施設を利用したい」「稽古をしたい」「公
演・ワークショップを開催したい」という利用者
の「実現したい」をサポート

●スタッフのノウハウを活用した『利用者サポート』の実現
（公演事前準備支援、公演等創作支援、稽古場探し支援
など）

B Ｂ

４　能楽等に関する地域との連携事業 ◆地元企業・実演家・関連団体・地域団体
等と連携した事業実施。

●横浜能楽連盟と協力して「横浜能」、ふるさと西区推進委
員会と共同主催として「かもんやま能」を開催します。

B Ｂ

（2）運営目標 特記（提案事項要旨） 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　能楽等の公演、練習その他の活動
への施設の提供

◆能舞台の制約を守りながら、能楽以外で
の利用にもできるかぎり施設を提供します。
◆開館時間：９時～22時（舞台・展示廊下見
学時間：９時～20時）
◆提案書に基づく利用料金の適切な徴収
◆施設点検日の十分な周知

●能楽以外での利用にもこまやかに対応できるように相談
窓口機能を強化します。
●開館時間：９時～22時（舞台・展示廊下見学時間：９時～
20時）
●提案書に基づき利用料金を適切に徴収します
●利用案内「橋がかり」等で十分に周知します

B Ｂ

２　利用促進及び利用者サービスの向
上

◆利用率向上のための利用申込への柔軟
な対応（期限、支払方法、新減免制度）
◆オリジナルグッズの販売を中心としたショッ
プの充実

●目標利用率
本舞台（日）30％、第二舞台（日）65％・（コマ）35％、
研修室（コマ）25％、楽屋（コマ）20％
●ラインナップ・ディスプレイを常に見直し、魅力あるショッ
プを目指します。

B Ｂ
・第２舞台の利用率は達成できていませんが、
他の部屋では４～５％目標より上回ってること
を加味して評価します。

３ 組織的な施設運営 ◆「適切な経営組織・人材の確保
◆企画事業体制の維持・向上
◆舞台管理、運営体制の維持・向上
◆施設維持管理体制の維持、向上
◆適切な人材の配置
◆職員のスキルアップによる質の高い運営

●職員向けの専門研修を独自で実施します。
●「バリアフリー能に」先立ち、職員の接遇研修をおこない
スキルアップを目指します。

B Ｂ

４　施設見学等への対応 ◆見学者の積極的な受け入れ ●施設見学日を月に1回開催します。

B Ｂ

各委員の運営目標についてのコメントは別紙
参照

Ｂ

Ａ 各委員の事業目標についてのコメントは別紙
参照

＜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。 



横浜能楽堂
　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

（3）維持管理目標 特記（提案事項要旨） 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　保守管理業務 ◆横浜市関係部局と連携した施設の長寿命
化実現への積極的な取り組み
◆舞台設備の適切な管理
◆能装束等所蔵品の適切な管理

●年間を通じ定期的な保守点検を実施していきます。
●設備機器の運転停止事故ゼロを目指します。
●施設修繕の計画的な実施に努め、施設、設備の長寿命
化を図ります。

２　環境維持管理業務 ◆施設周辺に配慮した植栽管理業務 ●アンケートでの快適評価4.0以上を目指します。
●施設ハード面での人身事故ゼロを目指します。

３　保安警備業務 ●24時間警備を実施し、利用者の入退出を適切に管
理し、事故ゼロを目指します。

４　駐車場管理業務 ●駐車場利用車両の安全誘導に努め、事故なしを目
指します。
●機能を維持していく最小限の保守点検を実施しま
す。年2回。

５　防災等 ●年度内消防訓練2回実施

６　緊急時の対応 ●緊急連絡網の作成
●あらゆるケースを想定し、全スタッフに対応の徹
底を図ります。

７　文化財の保護 ●スタッフによる日常点検を行い、必要に応じて建
築時に携わった日本建築専門業者による簡易点検を
実施し、修繕を行う必要が生じた場合は教育委員会
に申請します。

８　公園事務所、公園用公衆便所の取
り扱い

●業務の基準に基づき適切に鍵を管理します。

９　広域避難場所用機材倉庫及び町
内会等地域の災害対策用倉庫の取り
扱い

●業務の基準に基づき適切に鍵を管理します。

10　光熱水費の削減努力 ●本舞台自由見学日の客席照明について、お客様か
らの見学ご要望が出た場合に点灯し、終了したら消
灯します。日々の業務遂行上、常に高い意識で無駄
の無い運営を心がけます。

（４）収支について 特記（提案事項要旨） 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　指定管理料のみに依存しない
収入構造、経費削減や効率的運営
の努力

◆助成金等獲得努力
◆事務経費削減の努力

●企業協賛金収入獲得を目指します。1,000千円
●助成金獲得に向け申請手続きを行います。13,000千円

２   経費削減及び収入増加策につい
て

(５) ＰＤＣＡサイクルの確実な運用 特記（提案事項要旨） 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　日報及び月報の作成・管理 ●業務日誌、月報、警備日誌、清掃日誌等を作成し記録
します。
●上記資料をもとに、モニタリング時に適切に対応します。

２　業務計画書及び業務報告書の作
成・管理

●定められた様式に沿って作成し、管理します

３－１　業務評価（モニタリングの実施） ●毎月のモニタリングにおいて、利用状況、施設管理状
況、問い合わせ・苦情等、毎月の管理運営状況について
報告します。

３－２　業務評価（自己評価の実施） ●業務実績および利用者の満足度や意見を基に自己評
価を行い、以降の業務改善につながるよう努めます。

３－３　業務評価（第三者による評価の
実施）

（６）指定期間終了にあたっての業務 特記（提案事項要旨） 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.　業務の引き継ぎ等

2.　原状回復義務

3.　備品及び文書等の取扱い

（７）留意事項 特記（提案事項要旨） 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
●施設賠償責任保険を掛け、必要時に適切な対応を
実施します。

２　法令の遵守と個人情報保護
●横浜市個人情報保護条例に基づき適正に管理・保
護に努めます。

３　情報公開への積極的取組
●事業計画や記者発表資料などを財団ホームページ
にて公開します。

４　市及び関係機関等との連絡調
整

●市及び関係機関等との情報交換や業務の調整に努
めます。重要な案件・緊急な案件については、随時
横浜市・財団事務局に報告・協議し、適切な処理を
心がけます。

５　その他

　(1)　適切な許認可及び届出等

　(2)　施設の目的外使用

　(3)　名札の着用

　(4)　人権の尊重

　(5)　近隣対策

　(6)　書類の管理
　(7)　行政機関が策定する基準等
の遵守　(8)　法律の制定及び改正への対
応

B Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

●業務の基準に基づき適切に運営を行います。

各委員の維持管理目標についてのコメントは
別紙参照

Ｂ

B

・沖縄タイムス社より協賛金2,730千円のほか、
飲料の現物協賛、航空券の協賛価格での購
入、PSP無償貸与等を獲得しました。

・各種助成金を13.000千円申請しましたが、
獲得できたのは3,200千円でした。

Ｂ

Ｂ

各委員のＰＤＣＡサイクルについてのコメント
は別紙参照

助成金獲得については、来年度以降獲得金
額アップを目指してください。

Ｂ 各委員の収支についてのコメントは別紙参照

Ｂ

各委員の留意事項についてのコメントは別紙
参照
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外部評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

外部評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

B

さまざまな自主事業を実施されており、それぞれ
にコンセプトが明確で、観客層も多様で能楽のす
そ野の拡大に資する取り組みと感じました。
施設も観客として利用する分には、適切に管理さ
れ、職員の方の対応もよいと感じました。

Ｂ

横浜の古典芸能の発信地としてよくその役割を果
たしている。能楽専門の劇場であるが古典芸能と
いう広い範囲で横浜から文化芸術を発信してい
る。「バリアフリー能」や長年継続している「横
浜こども狂言会」などは横浜能楽堂ならではの特
徴的な催しとなっている。地域と密着しながら古
典芸能を発信している事を評価したい。

B

　バリアフリー能やこども狂言ワークショップな
ど、社会性を持った企画は人々の能楽堂そのもの
への関心を喚起するものになっていて、高く評価
にあたいする。
　能楽堂はそれ自体がメッセージであり、人々を
繋げるネットワークの核になる。今後もさらにこ
の「社会のなかの能楽堂」のコンセプトを充実さ
せていけば、能楽堂は伝統だけではなく、現代人
の感覚を開放する場所となるだろう。
　能の企画公演については、出演者のバランスが
良くない。固定化している。もっと多くの紹介し
なければならない中堅、若手の能楽師がいる。と
りわけて、復曲能について言えば、極言すれば、
「陳腐」と言っても過言ではない。こうした企画
が出てくることは、横浜能楽堂の能の公演企画が
客観性を持てなくなっていることを意味する。
　それは、組織にとってかなり深刻なことであ
る。バリアフリー能やこども狂言ワークショップ
が、能・狂言を現代の真ん中に置くものとなって
いるのとは、対照的である。

B

敷居の低い能楽堂、ということを意識し、能楽
ファンの裾野を広げるための様々な試みを発案・
実施されていることを評価します。この動きを施
設内に留めるだけでなく、近隣の諸施設との協働
事業なども視野に広げるなど、点から面に広げて
いくことを期待します。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

B Ｂ
横浜能楽堂の舞台環境はとてもいいと思いますの
で、利用率向上を検討してほしいと思います。 B

他の施設等とも連携したアクセス改善に期待しま
す。

B 地域や周辺文化施設との連携により、相乗的に利
用率を上げる取組を期待します。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

A

（３）
維
持
管
理
目
標

（４）
収
支
に
つ
い
て

（５）
P
D
C
A
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

（７）
留
意
事
項

三輪委員

A

多角的な主催事業が展開されていることを評価し
ます。他の指定管理施設との連携によるアンケー
トや情報発信をすることで、来たことがない層の
掘り起こしへの取り組みを期待します。

基
本
方
針

B

土屋委員

A

「横浜狂言堂」は常連のファンも多くいるようで
狂言の会をよく定着させている。また、生中継を
行うなど斬新な発想で普及に努める事は評価した
い。「バリアフリー能」はまさに横浜能楽堂が行
う事業では特筆すべき催しである。職員の研修や
観客からの意見聴取など改善進化しながら能楽普
及を果たしている。「横浜こども狂言会」は何年
もの間、地域と密着し狂言の普及に努めたことが
みえる。一歩づつ普及してきたことが花開いてい
ることを評価します。

（１）
事
業
目
標

猪又委員

不景気なので助成金の獲得は大変と思うが、沖縄
タイムズからの協賛金など努力は認めたい。

足立委員

A

　企画公演「美の世阿弥・花の信光」、普及公演
「横浜狂言堂」、こども狂言ワークショップの３
事業の視察を行いましたが、それぞれにターゲッ
トとしている客層が異なり、「敷居の低い能楽
堂」から「古典芸能の専門館」としての幅広い機
能が担われていると感じました。
　また、それぞれに解説の部分があり、大まかな
ストーリーや見どころを頭に入れたうえで鑑賞す
ることができるよう工夫されているところなど評
価できます。
　ただし、やはり初心者には企画公演などは理解
しにくいところがあり、伝統やしきたりを損なわ
ない範囲で、分かりやすさ、親しみやすさに更な
る工夫を期待します。また、常設展で衣装が展示
されていましたが、同様に分かりやすい解説など
があれば、さらに良かったと感じました。
　横浜狂言堂では、比較的安価な価格で鑑賞でき
るため、企画公演と比較すると年齢層も幅が広
く、楽しみながら鑑賞されている様子でした。
　こどもワークショップ卒業公演では、こどもの
家族や友人とその家族など、幅広い客が鑑賞に来
ており、演者としての参加だけでなく、鑑賞者と
しての裾野の広がりにも効果があると感じまし
た。

（２）
運
営
目
標

Ｂ

　横浜という地域にねざした活動が行われている
ことを、強く感じた。バリアフリー能は能楽堂へ
と誘導するモチべーションを喚起するものになっ
ている。子供狂言ワークショップは、教育とつな
がるネットワークのなかに能楽堂を位置づけるこ
とに成功している。今後、こうした活動を継続し
ていけば、地域ネットワークの意味ある係留地に
能楽堂が成長していくにちがいない。検討課題と
して考えるならば、横浜能楽堂それ自身が、バリ
アフリーにはなっていないことである。交通手段
をよりつきつめて考えないと、バリアフリーは文
字どうりの意味とはならない。市の交通行政と連
係しながら、本当のバリアフリーに向かう用意が
必要であろう。他方、「美の世阿弥・華の信光」
については、曲目の選定に少し疑問が残る。復曲
能についてであるが、はたしてこの能が古典の普
及にふさわしいものであったのかは、今後の曲目
選定のありかたにつなげて検討する必要がある。
この場合、関西の能楽師中心であったことも、少
し疑問である。横浜能楽堂の地域性からいっても
関西の能楽師を使う理由が説明できない。関西の
能楽師を使えば当然に交通費とうの出費が増える
ことにもなり、検討課題ではないだろうか。また
出演能楽師の選定についても、客観的にみて、固
定化しているようにも見え、またバランスが悪い
ということもあり、検討課題であろう。若手、中
堅にも出演の機会をあたえるのが、公的責任では
とも考えられる。

B

Ｂ

B Ｂ

ＢB

B

B

B

B

B

　事業収入の見込みとの差が大きく、それを人件
費抑制でカバーしているようですが、本委員会に
おいて、事業者より具体的な工夫について説明が
あったため、内容が確認ができました。

B

BB

＜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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