
横浜市民ギャラリー
　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

　市民ギャラリーがこれまで担ってき
た役割と使命、取組の成果を踏まえ、
横浜市中心部における美術を核とした
文化芸術活動の拠点施設として、文化
芸術の振興に寄与する。

◆“響きあい、かよいあう　美術のオア
シス！”としての市民に親しまれる施設
運営
・ともに創る　共に育む“市民協働の
アート活動”
・子どものときからふれあう“次世代の
育成・支援”
・“アートシーンの変化”を映し出す！
◆（事業実施）テーマ性・オリジナル
性・発信性を明確にした高水準の事業展
開
◆（施設運営・管理）安全で快適な利
用環境と高いホスピタリティの維持
◆（収支予算）効率的運営と経費節減
及び積極的な外部資金等の確保

B

指定管理第2期の2年目とての充実を図
りつつ、関内市民ギャラリーとして運
営する最終年は、約半世紀の運営で築
いた様々なネットワークで繋がる関係
性の確認と整理を行いました。

毎年3月開催の「コレクション展」の実
施を見合わせた以外はすべての自主事
業を行い、3/11まで通常運営を行いま
した。
こうした中で、“約1,300点のコレク
ションの移転”および閉館・移転とい
う一連の大事業は、多くの関係者の理
解と協力が無ければ成し得なかったこ
とであり、約50年の変遷と歴史の重み
を感じた一年でもありました。

B

施設の基本方針に基づき、これ
まで通りの業務を行いつつ、想
定外の閉館・移転に伴い発生し
た業務にも積極的に対応し、円
滑に一時閉館できたことは高く
評価できます。
これまでとは異なる施設環境の
もとで、市民にとってよりよい
市民ギャラリーとして再オープ
ンできるよう長年培ってきた成
果を新ギャラリーの運営にいか
していってください。

B

通常の業務と並行して、閉館・
移転の準備に柔軟に対応してい
ます。
またコレクションの管理や、こ
れまでの成果及び課題を整理し
移転後の新しい市民ギャラリー
の運営に継承・発展させている
点を評価します。

※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）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　発信性のある自主事業の実施 ◆「ニューアート展」（展覧会および普
及事業）の新たな展開
◆市民コーディネーターの育成と連動し
たコレクション展（展覧会および普及事
業）の実施
◆都心部の立地を活かした連携の強化と
多彩なイベント等の開催

「ニューアート展NEXT2012」の開催および期間中の
各種事業
実施9/28-10/17(20日間）、入場者3,500名、ボラン
ティア参加のべ50名、アンケート回収率4％、満足
度4.0以上

移転・引越しのため今年度のコレクション展は開催
見合わせ

財団運営の施設、東京芸術大学大学院映像学科、県
民ホールギャラリーや映像に強いギャラリー等との
連携を模索する。

B

取り上げた若手2作家の意欲的な試みを
引出し、作品だけでなく会場にも様々
な仕掛けを施し、空間全体を使った展
覧会になったのは誇れるところです。
しかし、映像表現に馴染みのない層へ
の分かりやすいアプローチや解説の工
夫が課題となりました。
一方で、「横浜市こどもの美術展」
「芸術文化教育プラットフォーム」事
業などでも映像を取り上げ、一年を通
し自主事業のテーマを内外に示せたこ
と、東京藝術大学大学院映像研究科や
同時期に映像を取り上げた県民ホール
ギャラリーと協働できたことは大きな
財産となりました。

B

ニューアート展としてはじめて映像表
現に特化した展覧会を開催し、横浜市
こどもの美術展、芸術文化プラット
フォーム事業においても映像を取り上
げ、市民ギャラリーの新たな方向性を
示しました。

２　次代を担う子どもの創造性教育の
場の提供

◆文化芸術の体験の場の提供
◆教育機関等への支援
◆アウトリーチ等の実施

①「横浜市こどもの美術展」の開催
実施日：7/28-8/2の6日間出品数3,000点、入場者予
定者10,000名、ボランティア80名、ワークショップ
参加300名、顧客満足度4.0以上
②「ハマキッズ・アートクラブ」（全8回、うち1回
はこどもの美術展内）の実施、各回30名、顧客満足
度4.0以上

美術教育等の相談対応：随時

市内小中学校への美術文化関連授業
年2校程度

B

「横浜市こどもの美術展」「ハマキッ
ズ・アートクラブ」は積極的にボラン
ティア（中学生から一般まで）の参加
を呼び掛けました。
参加すること・ともに活動する喜びを
わかちあうことが大切な事業で、市民
の目線で関わってもらうことで、来館
者にも、携わるボランティアにも、こ
れらの事業をより身近なものとして受
け取ってもらうことを狙ったもので
す。
施設スタッフにとっても、これらの事
業での様々な経験が、美術教育等の相
談業務や市内小中学校への術文化関連
授業(芸術文化教育プラットフォーム）
の実施へも生かされていきました。

B

横浜市こどもの美術展は入場者数が目
標数に達しなかったものの、出品作品
数、ボランティア数、ワークショップ
参加者数が目標を上回ったため、こど
もの創造性教育の場の提供という点に
おいては一定の効果があったものと考
えます。

ハマキッズ・アートクラブは参加者数
が3回、顧客満足度が1回目標に達して
いないので、すべての回で目標を達成
できるように努めてください。

３　市民やアーティストの創造活動支
援の場

◆絵画教室の実施
・各１２コース（１コース45名）
・受講者５４０名（12コース×45名）
◆「横浜日曜画家展」（横浜美術友の
会との共催事業）の事業発展への協力
◆「ハマゼミ」の実施
◆市民ボランティア育成支援
◆学校や地域との連携から生まれる新規
展覧会の実施（美大・専門学校等の「卒
展」等の誘致、「写真およびポスターで
つづる展覧会」、「せんせいの美術展」
等）
◆自主事業で取り上げるアーティストへ
の支援

①「絵画教室」の実施
全19コース、参加のべ687名（レギュラーコース9、
単科コース10）
②年度末に「絵画教室卒業制作展」の実施

「ヨコハマ日曜画家展」
開催時期6/19-24(6日）、出品数200点、入場者
7,000名

「ハマゼミ」は実施見送り

移転後の活動を想定し、開館以来の展覧会図録など
の整理やボランティア通信の発行など

移転・閉館のため積極的誘致等はしない

アーティストによる企画展等関連の各種講座の数次
開催

B

「絵画教室」「絵画教室卒業制作展」
「ヨコハマ日曜画家展」はいずれも、
NPO法人横浜美術友の会との連携で行っ
てきた事業です。

平成24年度は、移転後の平成25年度以
降の事業のあり方も同時に検討してい
く中での実施だったため例年以上に調
整を重ねる必要がありましたが、いず
れも盛況のうちに終えることができた
のは、協力して市民サービスに徹する
という基本を共有できたところが大き
かったと思います。

B

４　創造活動を介した人々の関わり合
いの場

◆民間ギャラリーとのネットワーク形成
◆利用者団体との意見交換
◆ボランティア交流会の実施
◆学校とのネットワーク形成
◆アーティストとの触れ合いの場の提供

移転・閉館のため積極的活動は見合わせる

随時開催

交流会年1回

移転・閉館のため積極的活動は見合わせる

「ニューアート展NEXT」、「横浜市こどもの美術
展」「ハマキッズ・アートクラブ」の各事業でアー
ティストをとりあげるプログラムの実施

B

いずれの関係性も閉館・移転を控え、
整理が必要でしたが、最終的には、そ
れぞれの立場で、市民ギャラリーの閉
館・移転には理解と協力を示して頂け
ました。
これらのネットワークは1964年の開館
以来今までの歩みの中で築いてきたも
のであり、今後もその関係を相互に確
認し発展させていきたいと考えていま
す。

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　創造活動の発表の場の提供 ◆展示室利用率年間100％の維持 開館日数320日で利用率100％を目指す

A

一日でも多く営業してほしいという要
望に応え、当初の開館日数320日を330
日まで拡げました。他方で、震災によ
る閉館を控えた施設として不安視する
利用団体もある中、利用率100％を維持
し、利用料収入も予算より12％上回り
ました(11,000,000円→12,352,750
円)。

A

市民サービスに配慮し、移転事
業調整のなかでも開館日数を当
初予定よりも増やした上で利用
率を100％としたことは評価に値
します。

２　利用促進及び利用者サービスの向
上

◆利用団体構成人数の変更告知
◆利用が少なかった世代へのアプローチ
◆ホームページ・パンフレット等の利用
案内の充実
◆来館者サービスの充実
◆関係団体等との協力体制
◆市民ライブラリー（仮称）の設置

閉館・移転を控え、いずれの告知も見合わせる

存のものを活用し、事業・貸館および移転について
周知していく

職員会議や部門別ミーティングなどにおける相談、
協議、研修によるホスピタリティーの向上

交流、協議：随時

閉館・移転を控え見合わせる

B

閉館・移転を惜しむ・不安視する声に
一つ一つ対応することは、通常運営と
は異なる難しさと粘り強い丁寧な対応
が求められました。

そのような中、関係団体（とりわけ施
設管理者である教育委員会と、事業面
で協力関係にあったNPO法人横浜美術友
の会）とは、日常業務での協力とは別
途、横浜市と連携して、打合せと確認
作業を重ねました。

通常運営と並行してきめ細かい対応を
重ね、閉館・移転を無事成し遂げまし
た。

B

３　市民ギャラリー所蔵作品の適切な
収蔵、保管、調査、研究、発表、活
用、展示

◆収蔵庫内設備保守点検の実施：年２回
以上
◆日報とデータベースの管理
◆「アートヨコハマ」を活用した所蔵作
品の広報

①年2回以上の庫内環境の保守点検
②年1回以上の作品の棚卸

毎日日報作成、データベースの適宜更新

各号での掲載、各回1作品

B

約1,300点のコレクション移転に備え、
データ上と現物との付きあわせ作業を
行い、整理・仕訳して移転できたこと
は、次年度以降の新ギャラリーへむけ
てのコレクション整備に役立つでしょ
う。

こうしたコレクションの整備を進めな
がら、移転後のコレクション活用を睨
んだ作業も行いました。大型作品の写
真撮影に着手（予定では25年度からの
開始）し、他方で、一人の所蔵作家に
スポットをあてての聞き取り調査およ
び調査レポートの作成や、1920年代の
横浜を描いた所蔵品の海外への貸出を
行いました。こうした活動は、地元作
家の調査・研究という学芸業務の大切
な軌跡となりました。

B

一時閉館に伴い、約1,300点にの
ぼる収蔵作品の仕分け整理や確
認、移転作業等を無事完了する
ことができました。

４　アトリエ及び作品保管室の管理運
営

◆アトリエの日常的な整理整頓、作品保
管室の使用後の清掃

自主事業（絵画教室、ワークショップ等）や利用団
体への貸出により、利用率を平均75％を目標とす
る。

B B

５　事業の実施・管理運営体制 ◆適切な人材の配置
館長１人、副館長１人、学芸・教育担当
（固有職員）１人、教育・貸館担当（固
有職員）１人、貸館担当（嘱託職員）１
人、施設管理担当（固有職員）１人、庶
務経理担当（派遣職員）１人、アルバイ
ト３人
◆関係団体（教育委員会、ＮＰＯ法人横
浜美術友の会等）との連携

①各事業分野の専門的人材を適切に配置
②機能的で効率的な業務分担により、組織力を十分
に発揮

良好な環境条件の維持のための十分な連携と随時の
協議

B

①A：貸館利用の展示・撤去時のオペ
レーション・監督業務、B:年度末の仮
収蔵庫への全所蔵品移転時の作業補
助、C:年度末引越し作業の補助、と
いった業務を見越し、不定期契約のア
ルバイト１名を5月末より雇用しまし
た。

B

B

入場者数などの基本的な数値目標は達
成されています。平成24年度はニュー
アート展において新たに映像作品の展
示に取り組むなどしていますが、引き
続き新ギャラリーへの移転後も新しい
アートの楽しみ方をしっかりと伝える
工夫をしてください。

今後は、これまで築いてきた重要な資
産である人的ネットワークをより一層
活用し、創作活動を通した市民の公共
意識の醸成を期待します。

B

閉館・移転という不測の事態に
おいても長期的な視点を持ち、
これまで蓄積した経験やノウハ
ウといったマネジメント力を生
かすことで、稼働日を増やし、
非常に高い稼働率を維持すると
ともに、コレクションの整理や
作家への聞き取り調査を行った
ことは評価に値します。

＜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。 



横浜市民ギャラリー
　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 ◆教育委員会との綿密な連絡調整 ・日常の良好な環境条件維持のための連絡調整、相
談：随時

B B

２　環境維持管理業務 ①収蔵庫
・学芸員による毎日の目視点検
・年2回の空調機器点検を実施し適正な温湿度管理
・所蔵品の年1回棚卸点検
②その他
・毎日の館内点検
・利用団体への事前説明を徹底し事故等を未然に防
ぐ
・適正な予算管理によって、修復・買い替えを行
い、環境を整える
・施設のゴミ廃棄ルールを遵守し、産廃は適切に処
理

B

①収蔵庫内の空調機器類は、メーカー
推奨の保証期間を超えて使用していた
ため（閉館のため新規交換を見合わせ
ました）、前年度と同様、保守点検の
度に不具合が見つかり、緊急修繕を実
施しました（2回）。この経験を通し、
保守点検業務の必要性を痛感するとと
もに、新ギャラリーでの保守管理業務
に生かします。

B

３　保安警備業務 ①日常点検
開・閉館および業務時間内に4回の巡回点検の実施
②業務日誌
日々の日常点検・必須項目・その他特別な記載事項
を記録に残す
③教育委員会との協力連携
教育委員会管理課および警備員と日常的に情報の交
換・共有を図る

B

①開館時・閉館時を含め毎日6回の全館
点検を実施し、保安・美化に努めまし
たが、公共スペースで5件の予期せぬ事
故（不慮、警備員や職員の巡視をかい
くぐっての事故）が起こりました。迅
速な対応を図り、利用者・来場者を含
め関係所管への周知徹底と再発防止を
誓い、その後は未然防止に努め、同質
の事故は防げました。
③日常的に情報交換・共有を図り、
3/11の営業最終日まで主催・貸館事業
ともに遅滞・遺漏・停止等ない運営が
できました。

C

9月から10月にかけて開催された
ニューアート展において、作品
の一部分の紛失が発生したため
保安体制を見直しましたが、今
後も再発防止に努めてくださ
い。

４　防災等 ①共同防災管理
教育委員会主催1回、自主訓練2回、防火管理協議会
に参加
②防災マニュアル
教育委員会との共同および独自の詳細な防災マニュ
アルの作成

B

共同防災管理・訓練は実施しませんで
したが（教育委員会の方針による）、
独自の防災マニュアルを作成し、緊急
時の避難誘導のシュミレーション実験
を重ね、緊急時に備えました。

B

５　緊急時の対応 ①緊急連絡網の作成
②市および教育委員会と日常的に対応を協議し、全
スタッフに対応の徹底を図る

B B

６　光熱水費の削減努力 ①節電の徹底
②利用団体との事前協議を十分に行い、作品照射や
空調の節電について十分な理解を求める B

1か月前打合せ・利用当日作業開始前・
貸出期間中と、再三にわたって、節電
の必要性と徹底を説き、市民の理解と
協力を得るよう努めました。

B

７　絵画教室準備室等の提供 ・絵画教室委託者であるNPO法人横浜美術友の会と
協力し、準備室としてアトリエ室の一角を提供
・市民ギャラリースタッフと委託者との日常的な相
互コミュニケーションを心掛け、絵画教室受講者へ
の柔軟で親しみやすい運営を心掛ける

B B

８　施設予防保全 データ管理・備品類を整理整頓し、緊急時に落ち着
いて冷静な判断で対処できるよう日常的な準備を怠
らない

B B

（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

◆企業等協賛金（現物提供含む）や
　広告掲載協力等による事業の充実化

◆公益財団法人の税制上メリットを
活かした寄付金獲得努力

◆広告料収入年間獲得目標
700,000円以上

「ニューアート展NEXT2012」1,000,000円
「横浜市こどもの美術展20１2」250,000円
「ハマキッズ・アートクラブ」50,000円

寄附金の獲得

アートヨコハマ350,000円

B

協賛金・助成金等の現金での獲得総額
は1,484,905円（ニューアート展
590,000円、どもの美術展401,400円、
ハマキッズ50,000円、アートヨコハマ
443,505円）でした。
加えて、ニューアート展では、金額換
算可能な現物協賛250,000円、高度な技
術協賛も数社から頂き、展覧会の充実
を図るとともに、総額では目標額を超
えました。

B

２   経費削減及び収入増加策について ◆展示室利用料収入年間平均目標
12,090,600円

◆企画展への助成金年間獲得目標
　1,100,000～3,000,000円

◆事務経費削減の努力

展示室利用料収入11,000,000円

「ニューアート展NEXT2012」300,000円

・消耗品、備品等の購入節約、修繕再利用
・調達コスト削減：早期の委託・備品購入・入札の
実施 B

展示室利用料収入12,352,750円、
ニューアート展助成金500,000円を獲得
し、目標額を超える収入となりまし
た。
節電の徹底を図る一方、消耗品の購入
や修繕を徹底的に抑えるなど全般的に
事務経費の削減に努めました。
結果、3,000千円ほどの閉館移転費用を
捻出し、人件費以外の施設運営費では
700万円ほどの余剰金を生み出しまし
た。しかしながら、館長交代・閉館移
転に備えての人配などの事由により人
件費で大きくマイナスとなり、最終的
には約10,060千円超の赤字決算となり
ました

C
収支決算が赤字となりましたの
で、収支の均衡を図るようにし
てください。

（５）PDCAｻｲｸﾙ 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 日常作成、翌月月末月報作成・チェック（含む日
報） B B

2．　業務計画書及び業務報告書の作
成・管理

年度末に翌年度分の業務計画書を作成、提出、中間
期・期末に業務報告書の作成、提出 B B

3-1．　業務評価（モニタリングの実
施）

翌月末に当該月分のモニタリングを実施

B B

3-2．　業務評価（自己評価の実施） 中期、年度末に自己評価実施
B B

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 施設賠償保険、不定期臨時雇用保険、横浜市ボラン
ティア保険を適切に掛け、必要時に備える B B

2.　法令の尊守と個人情報保護 横浜市個人情報保護条例に基づき遵守し、利用者の
個人情報の取り扱いを適正に行う

B

6月に個人情報を含む起案書が見つから
ないという事象が発生し、その後館内
調査により見つかりましたが、書類管
理の不全を深く反省し、以後の管理
を、職員全員で相互確認・管理ができ
る場所に移しました。
あわせて、個人情報を含んだ起案や書
類は、施錠できる場所に保管し、廃棄
年限を確認し、的確に処分していくこ
とも再徹底し、年度末に該当年度の個
人情報書類を適切に処理（溶解、細
断）しました。

C

書類の管理が不十分な点がみら
れ、改善を促しました。引き続
き適正な書類の管理に努めてく
ださい。

3.　情報公開への積極的取組 情報誌アートヨコハマとホームページを活用 B B

4.　市及び関係機関等との連絡調整 横浜市への迅速な情報提供と綿密な協議：随時
美術関係機関や関連施設との機動的な連携：随時

B

事故報告（5～10月）が7件ありました
が、迅速な連絡・協議で対応し、相手
のある場合はその立場にたった措置を
取ることができました。
一年を通して、とりわけ年度後半は、
閉館・移転について横浜市と協議を重
ね、入札業務をはじめ各種業務の業者
決定や、日常運営以外の移転等に関す
る利用団体・来場者・関係機関からの
要請や問い合わせにもきめ細かく対応
しました。

B

一時休館に伴う調整や新ギャラ
リー移転先であるいせやま会館
改修に向けての設計会議など、
柔軟に対応して頂きました。

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）地域との連携
（7）重要書類の管理
（8）行政機関が策定する基準等の遵守
（9）法令の制定及び改正への対応

（３）職員に加え、館内活動時に絵画教室運営を受
託するNPO法人横浜美術友の会スタッフも着用を必
須とする

B B

B

展示作品の管理上で若干問題が
発生しましたが、許容範囲と考
えます。
事故は起きないに越したことは
ありませんが、完全になくすこ
とはできませんので、事故が起
きることも想定して万全の対策
をとるようにしてください。

適正に運営されていますが、改
めて個人情報に関する書類管理
の徹底と、ミスが発生した場合
には適切な対応をはかることを
望みます。

赤字が出たということについて
は重く受けとめ、今後はより予
算計画時の想定を確度の高いも
のにし、執行にあたっても予算
の収支管理について配慮する必
要があります。
収支は赤字決算ですが、コスト
削減とサービス向上のバランス
が非常に重要であり、市民ギャ
ラリーの人件費を例外的に芸術
文化振興財団本部で吸収して指
定管理業務を遂行しサービスを
提供していることを踏まえ、全
体としては適正に運営できたと
評価します。

B

B

マニュアルに基づくPDCAサイク
ルの推進が図られています。

B
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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

　閉館・移転という予期せぬ事態に対しても、
これまでの実績と経験を活かして柔軟に対応
し、個別に若干の問題はあるものの、総体とし
て当初の要求水準を満たしたと評価できる。引
き続きマネジメント効率の向上に努められた
い。

Ｂ

３月の閉館に向けた準備を進めながら、年度計
画の目標水準を達成する堅実な運営がなされて
おり評価できます。
横浜市最初の文化施設として長年にわたり市民
に親しまれてきた実績が、移転後の新ギャラ
リーにおいてさらに発展することを期待しま
す。

Ｂ

50年の歴史をもつ関内市民ギャラリーを閉館
し、移転する転換期を担う指定管理者として、
行政とともに、関内市民ギャラリーの成果や課
題を整理していただいているようですので、そ
れが、新ギャラリーの出発に生かされることを
期待します。

Ｂ

新たな試みを行いつつ、開館・移転業務を円滑
に行ったことは、運営者の力量を発揮したもの
と高く評価できる。これまでの活動の蓄積を最
大限に生かしつつ次代に求められる新ギャラ
リーの運営のあり方を見いだすことを期待した
い。

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

各事業は一部を除き、ほぼ要求水準を超えた行わ
れたと評価できる。特にこれまで築いてきた人的ネッ
トワークは重要な資産であり、今後に向けてもさらに
活用することを期待する。

Ｂ

展覧会入場者数、絵画教室参加者数から、美術を
核に文化芸術を発信し、その創造と普及の場を提供
する取り組みは、規模の点において適正に実施され
ています。とりわけ、「横浜市こどもの美術展」関連
ワークショップに目標を大きく上回る参加者を迎えた
ことは評価されます。
「ニューアート展NEXT」などアートシーンの変化を反
映する発信性の高い事業においては、市民が企画
意図を理解し鑑賞の愉しみを享受できるよう、レク
チャーの持ち方など解説上のさらなる工夫を期待し
ます。

Ｂ

大学、市内のギャラリー等との連携を意図的に進め
てきたことは評価できると思います。特に民間ギャラ
リーにおける市民の創作活動を情報面で支援してき
たことは、公的な施設の役割として注目できると思い
ます。
閉館・移転を控えて、連携をさらに発展的な事業に
つなげていくことは難しかったのかもしれませんが、
逆に、新しい施設での事業や運営を検討するにあ
たっては、より効果的な連携が可能となるように工夫
していただきたいと思います。

「創作活動を通した人々の関わり合いの場」として実
施した事業が、創作活動を通した市民の公共意識
の醸成へとつながっているか、検証が必要かと思い
ます。市民個人やグループがそれぞれ自己表現の
場としてのみギャラリーを利用するのであれば、公的
施設でなくても民間で運営すればいいことだと思い
ます。

Ｂ

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

人件費支出のマイナスについては、予算計画時の
想定をより確度の高いものにしていくことが求められ
ます。

収支決算の赤字は、人事異動にともなう人件費増
と、閉館・移転にともなう事務費・人件費増が原因で
あると伺いました。

人事異動にともなう人件費増は、指定管理者に人事
配置に見通しの甘さがあったことが原因であれば、
マイナス評価となりますが、そうではなくあえて指定
管理者の判断で人事異動を行い、自主財源を投入
したということであるならば、Ｃ評価の必要はないと思
います。ただし指定管理者としてのどのような判断を
したのか、まだ不足する財源をどのように充当したの
かをきちんと説明する責任はあると思います。
※財団の決算資料は拝見し、財団としての全体の
収支状況や資産状況が良好なことは理解できまし
た。公開されるこの業務評価表においても、赤字を
どのように処理されたのかを説明しておく必要がある
のではないでしょうか。

閉館・移転にともなう事務費・人件費増は、予算作成
段階で閉館・移転が想定されていなかったのであれ
ば、本来ならば追加契約による指定管理料の増額
が必要なことだと思います。この点についての赤字
分は指定管理者の責任に帰する問題ではなく、マイ
ナス評価は妥当ではないと考えます。とはいえ、経
費の増額分を指定管理者が負担したことをプラス評
価にしてしまうと、これが前例となり、指定管理者が
負担する必要のない経費を負担せざるをえない状
況を一般化してしまうことを懸念します。指定管理者
が横浜市の外郭団体であったことで、こうした経費負
担を受け入れているのであれば、その点を説明すべ
きかと思います。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

Ｂ Ｂ マニュアルに基づくPDCAサイクルの推進が図られ
ています。 Ｂ Ｂ

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

個人情報を含む書類の所在が分からなくなるという
事態が発生したことに関し、情報流失事故とはなら
なかったが、設置者への早急な報告など適切な対
応が必要である。

Ｂ
情報誌『アートヨコハマ』における市民ギャラリーの歴
史を回顧する記事は、閉館・移転を契機とした記録
性の高い企画として評価されます。

Ｂ

個人情報の扱いについては、横浜市個人情報保護
条例に基づくことはもちろんですが、財団としての個
人情報保護方針も踏まえ、職員1人ひとりに、個人情
報についての適切な理解と行動の徹底をはかって
いただくことを望みます。

Ｂ
個人情報を含む書類の紛失が起こった。情報流失
事故とはならなかったが、早急に設置者に報告し、
対応を協議することが求められる。

基
本
方
針

（

2
）
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４
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収
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（

５
）

P
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A
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ｲ
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展示室の高い稼働率などから、市民による創造活動
の発表の場として適正に活用されています。とりわ
け、閉館に伴う営業日数減のなか運営上の工夫によ
り貸館利用日を確保したことは評価されます。
所蔵作品リストの整理や作家への聞取り調査の実施
は、所蔵作品の活用に向けた取り組みとして評価さ
れるもので、今後の継続を期待します。

ＢＢ

収支決算が赤字となったが、人事異動に伴う人件費
増が主な理由であり、適正な人員配置を行う上でや
むを得ない。指定管理者のスケールメリットを生かし
た措置と捉えられる。

日常の管理業務および緊急時の対応、その記録と
報告が適正に実施されています。Ｂ

（

７
）

留
意
事
項

A

展示室利用の高さは高く評価できる。また、閉館・移
転という予期せぬ事態に対しても、コレクションの整
理とともに新たな企画構想に結び付ける努力をする
など、今後につなげる長期的視点を持って活動して
いることも評価したい。

Ｂ

収支の赤字については、指定管理者自体で吸収
し、財務状況が大きく悪化することがないという状況
を踏まえ、問題ないと判断した。今後も調達コストの
削減とともに、収入向上に努められたい。

Ｂ

C

管理上で若干の問題が発生したが、総体としては水
準を満たす管理運営がなされていると判断できる。

Ｂ
移転事業に備えコレクション管理を適切に行いつつ
開館日数を予定より増やすなど、サービスの向上に
努めたことは高く評価できる。

Ｂ

（

１
）

事
業
目
標

Ｂ
移転を機に、コレクションの整理をしたことは、今後
のコレクションの適切な管理につながる作業だと思
います。

Ｂ 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。 
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