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平成24年度　横浜市民ギャラリー指定管理者　業務完了確認表
計画項目：☆ 完了項目：★ 変更項目：！

(１) 事業目標
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

◆「ニューアート展」（展覧会および普及事業）
の新たな展開

「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

★広報物委託するデザイ
ナー決定、公益財団法人
花王芸術・科学財団より助
成決定

★情報誌「アートヨコハマ」
でニューアート展の告知掲
載

★作家との契約締結
★協賛、協力会社がほぼ
決定

★広報物（チラシ・ポス
ター）発行＆配布、プレスリ
リース配信

★指名競争入札により、会
場施工業者を決定
★輸送・展示業者の決定

★展覧会アーティストの制
作実験およびボランティア
参加による滞在制作
★9月中旬・市制記者発表
およびオープニング招待状
の発送
★展覧会の開催9/28-
10/17

★展覧会の開催9/28-
10/17（20日間）、入場者
4,036名、ボランテイア参加
のべ49名、アンケート回収
率8.5％、満足度4.3

◆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

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

★「ニューアート展」での制
作およびアンケートボラン
ティアを募り、作家とのコラ
ボレーションや市民の代表
であるボランティアが来場
者（市民）にヒアリングする
機会を設けた

★「ニューアート展」での制
作およびアンケートボラン
ティアを募り、作家とのコラ
ボレーションや市民の代表
であるボランティアが来場
者（市民）にヒアリングする
機会を設けた

◆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

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。

★「横浜市こどもの美術
展」で東京藝術大学大学院
と連携、「ハマキッズ・アー
トクラブ」で横浜美術大学と
連携決定

★「ニューアート展
NEXT2012」で神奈川県民
ホールの協力を得る

★「横浜市こどもの美術
展」（7/28-8/2)で、ワーク
ショップとスペシャルトーク
で東京藝術大学大学院と
連携

★「ニューアート展」の会場
設営で、県民ホールギャラ
リーおよび黄金町バザール
参加アーティストから協力
を得る

★10/31新ギャラリー開設
に向けて広聴会（東京藝術
大学大学院教授2名および
院生5名、市2名、財団1名）
の開催

◆文化芸術の体験の場の提供

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

①★広報リーフレット発行
＆各所へ発送

②★広報リーフレット発行
＆各所へ発送
5/24市政記者発表

②★1回目＝6/3「森の素
材でモビールづくり」（講師=
アトリエスタッフ）、参加18
名、顧客満足度4.46

①★7/4市政記者発表
「横浜市こどもの美術展
2012」開催7/28-8/2

②★2回目＝7/15「星で遊
ぼう！万華鏡とうちわをつ
くろう」（講師=横浜美術大
学）、参加27名、顧客満足
度4.38

①★「横浜市こどもの美術
展2012」
開催7/28-8/2（6日間）、出
品数3,227点、入場者8,274
名、ボランティア124名、
ワークショップ参加2,273名
(革リボンのお絵かきバッジ
をつくろう1,331名、I.TOON
アニメーションワークショッ
プ942名）、スペシャルトー
ク25名、顧客満足度4.15

②★3回目=9/9「ティンガ
ティンガに挑戦！」（講師＝
マイケル・ヘレム）、参加29
名、顧客満足度4.08

②★4回目=10/28「いたず
らハロウィンパーティー」
（講師＝横浜美術大学）、
参加29名、顧客満足度3.6

②★5回目=11/25「ハウス
型ランタンでクリスマス」
（講師=豆腐谷正樹）、参加
35名、顧客満足度4.44

②★6回目=12/16「みんな
とつながって宇宙に行こ
う！」（講師=ロコ・サトシ）、
参加31名、顧客満足度4.39

②★7回目=1/19「紙で民
族衣装をつくって着よう」
（講師=堀篤子・アトリエス
タッフ）、参加31名、顧客満
足度4.23

◆教育機関等への支援
美術教育等の相談対応：
随時

①★随時
①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時 ①★随時

◆アウトリーチ等の実施
市内小中学校への美術文
化関連授業
年2校程度

★学校の決定。2校で実施
（末吉小学校と小田中学
校）

★7/12横浜市主催の全体
会議出席

★派遣アーティストの決定
末吉小学校=布山タルト（ア
ニメーション作家）
小田中学校
=SHIMURAbros(映像作家）

★末吉小学校での実施：
11/6,15,16、5年生4クラス
149名、講師=布山タルト
（アニメーション作家）、プロ
グラム「コマ撮りアニメをつ
くろう」

★小田中学校での実施：
12/5,6、中学3年生4クラス
120名、講師
=SHIMURAbros.（映像作
家）、プログラム「映画につ
いて知る-ゾートロープ制作
＋編集ゲーム」

◆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）

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

①★絵画教室レギュラー
コース開校

①★絵画教室レギュラー
コース

①★絵画教室レギュラー
コース
★後期単科コースおよび夏
期特別講座募集の〆切、
6/29抽選会

①★レギュラーおよび7/14
夏期講座

①★8/5夏期講座
①★レギュラーコース後期
の実施

①★レギュラーコース後期
の実施

①★レギュラーコース後期
の実施

①★レギュラーコース後期
の実施

！H25年度絵画教室（NPO
法人横浜美術友の会の単
独主催）のパンフレット制作
および配布先リストの作成
等の協力

①★レギュラーコース後期
の実施

！H25年度絵画教室抽選
会開催への協力

！H25年度絵画教室抽選
会開催への協力

②★H24年度絵画教室「卒
業生制作展」の開催：3/6
～11（6日間）、出品者数
266名、来館者数2,604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

「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

★市政記者発表（5/15)お
よび作品募集開始

★第36回「ヨコハマ日曜画
家展」
6/19-24(6日間）、作品受
付6/9-10、出品数230点、
入場者7,574名

◆「ハマゼミ」の実施
「ハマゼミ」
は実施見送り

◆市民ボランティア育成支援

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

★「広報ボランティア」「ハ
マキッズ・アートクラブ運営
補助ボランティア」の募集
開始

★5/27広報ボラ会議12名

★6/3ハマキッズ：運営補
助ボラ活動2名・広報ボラ
取材2名
★6/10広報ボラ館外取材
＠シルク博物館、参加10名
6/24広報ボラ会議12名

★7/8広報ボラ会議4名、
7/15ハマキッズ：運営補助
ボラ2名・広報ボラ2名
7/22広報ボラ会議10名、
★7/25「ボランティア通信」
通算vol.3発行（H24年度1
号、子ども展宣伝）

★「横浜市こどもの美術展
2012」参加ボランティア124
名（一般42名、高校生52
名、中学生30名）
★8/26広報ボラ会議9名

★9/9いせやま移転市民説
明会への参加
★9/16広報ボラ会議10名
★9/25ボランティア通信
vol.４の発行（ニューアート
展宣伝）
★「ニューアート展」で制作
およびアンケート回収ボラ
ンティアという、新規なボラ
ンティア活動を行った
  制作ボランティア：
　　9/15,16の2日間で21名
  アンケートボランティア：
　　9/28～10/17で28名

★ニューアート展で制作お
よびアンケート回収ボラン
ティアを募った
★10/13広報ボラ取材＠日
本郵船歴史博物館、参加4
名
★10/27広報ボラ会議6名

★11/18広報ボラ会議7名
★11/25ボランティア通信
vol.5の発行（ニューアート
展の振返り）

★1/20「ボランティア通信」
vol.6掲載のための取材＆
見学会：いせやま会館へ
のルートおよび周辺施設
の見聞を広めるため、横
浜能楽堂を取材、ボラン
ティア参加14名

★ボランティア通信vol.6の
発行
2/23(土）ボランティア交流
会開催、参加21名

◆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）

移転・閉館のため積極的誘
致等はしない

◆自主事業で取り上げるアーティストへの支援
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

★「横浜市こどもの美術展
2012」で東京藝術大学との
連携によりアーティストの
参加プログラムを実施。
スペシャルトークにアニメー
ション作家＝布山タルト
氏、期間中ワークショップ
にアニメーション作家＝伊
藤有壱氏＆I.TOON

★アウトリーチ事業=芸術
文化プラットフォーム事業
で、「横浜市こどもの美術
展」のスペシャルトーク講
師の布山タルト氏と、
「ニューアート展」の作家
SHIMURAbrosの2名を派遣
することに決定

★作家・金澤麻由子のNA
展出展作品を制作するた
めの制作ボランティアを募
集し2日間実施した。

！本展出品作家2名の制
作風景を撮ったメイキング
映像をＨＰで映像公開した

★NA展でアーティストトー
クの実施（10/14)

！「スマートイルミネーショ
ン横浜2012」（10/31-11/4)
に東京藝術大学大学院映
像研究科が参加するにあ
たって協賛会社の紹介

！昨年度の企画展「ニュー
アート展NEXT2011
Sparkling Days」での活躍
に対し、作家・曽谷朝絵氏
が受賞（中川ケミカルCSデ
ザイン賞優秀賞）

★芸術文化プラットフォー
ム事業で、布山タルト氏
（横浜市こどもの美術展）に
よるワークショップ＠末吉
小学校を実施

★芸術文化プラットフォー
ム事業で、
SHIMURAbros(ニューアート
展）によるワークショップ＠
小田中学校を実施

◆民間ギャラリーとのネットワーク形成
移転・閉館のため積極的活
動は見合わせる

★随時 ★随時 ★随時 ★随時

★随時

！第2回移転説明会の案
内を民間ギャラリーに配布

★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時

★随時

！「横浜市内の展覧会情
報」を刷新し、民間画廊お
よび画廊で発表活動をする
市民のための応援情報誌
に変更する方針決定

！民間画廊とそこで作品発
表を行う市民のための応
援誌「横浜画廊散歩」の発
行仕様を決めデザイナーに
グランドデザインを委託→
H25年度5月号（4月25日）
から発行

完了目標項目

　

１　発信性のある自主事業の実施

３　市民やアーティストの創造活動支援の場

２　次代を担う子どもの創造性教育の場の提
供
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◆利用者団体との意見交換 随時開催 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時

★随時

！9/27 3月の閉館までに
展示室を利用できない申
請のあった69団体に書面
回答

★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時

◆ボランティア交流会の実施 交流会年1回
2/23(土）ボランティア交流
会開催、参加21名

◆学校とのネットワーク形成
移転・閉館のため積極的活
動は見合わせる

★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時

◆アーティストとの触れ合いの場の提供

「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

★「横浜市こどもの美術展
2012」で東京藝術大学との
連携によりアーティストの
参加プログラムを実施し、
こどもを中心にアーテイスト
との触れ合いの場を設け
る。
7/29スペシャルトーク参加
25名、
7/28-8/2I.TOONワーク
ショップ参加942名

★ニューアート展アーティ
ストによるボランティア参加
の滞在制作(9/15,16のべ
21名）

★ニューアート展でアー
ティストトークの実施
（10/14、参加42名）

(２) 運営目標
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　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

利用率100％ 利用率100％ 利用率100％ 利用率100％ 利用率100％ 利用率100％ 利用率100％ 利用率100 利用率100％ 利用率100％ 利用率100％ 利用率100％

◆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

閉館・移転を控え、いずれ
の告知も見合わせる

◆ホームページ・パンフレット等の
利用案内の充実

既存のものを活用し、事
業・貸館および移転につい
て周知していく

★民間ギャラリーの展覧会
情報の告知として「横浜市
内の展覧会情報」4月号の
発行

★「横浜市内の展覧会情
報」5月号の発行

★「横浜市内の展覧会情
報」6月号発行
★6/20動画配信をHPで開
始

★「横浜市内の展覧会情
報」7月号発行
★7/18閉館・移転について
のお知らせをHPに掲載

★「横浜市内の展覧会情
報」8月号発行
★市主催の第2回移転説
明会の掲載

★「横浜市内の展覧会情
報」9月号発行
★市主催の第2回移転説
明会の掲載

！第2回移転説明会配布
資料を館内配布（～閉館
迄）

★「横浜市内の展覧会情
報」10月号発行

★「横浜市内の展覧会情
報」11月号発行

★「横浜市内の展覧会情
報」12月号発行

★「横浜市内の展覧会情
報」1月号発行

★「横浜市内の展覧会情
報」2月号発行

！2/25：新ギャラリーの改
定案・市内外のギャラリー
情報一覧表・仮事務所へ
の移転案内を利用団体346
団体（H21～23年度に利用
のあった団体）へ送付

！新ギャラリー改定案およ
びギャラリー情報一覧表を
館内配布(2/26～3/11)

★「横浜市内の展覧会情
報」3月号および４月号の発
行

◆来館者サービスの充実

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

★ ★ ★ ★

★

！市民ボランティアと協働
し（市民ボランティアによる
他施設アンケートの調
査）、来館者アンケートの
設問を工夫し回答しやすく
した

★ ★ ★ ★ ★ ★

★

！3/29正面玄関に閉館挨
拶と移転先の案内看板を
設置

！来館者アンケートは、わ
ずかながら前年度より好転
した。回収率が0.02 %(H23
年度0.05、H24年度0.07)、
人的サービスなどソフト面
の満足度が0.03（H23年度
4.0、H24年度4.03)と、数値
があがった

◆関係団体等との協力体制 交流、協議：随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時 ★随時

★随時

！コンベンションビュー
ロー、産業貿易センタービ
ルおよび施設の関連企業
と密接な調整を実施

★随時

！コンベンションビュー
ロー、産業貿易センタービ
ルおよび施設の関連企業
と密接な調整を実施

★随時

！コンベンションビュー
ロー、産業貿易センタービ
ルおよび施設の関連企業
と密接な調整を実施

◆市民ライブラリー（仮称）の設置
閉館・移転を控え見合わせ
る

◆収蔵庫内設備保守点検の実施：
年２回以上

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

！4/24 H23年度2～3月実
施の収蔵作品100点調査
の報告会（㈱エフシージー
による）および安全なコレク
ションの移転についての対
策会議（市、㈱エフシー
ジー、財団事務局、市民G）

！5/30横浜市と収蔵作品
移転のための打合せ

①★6/27庫内環境保守点
検
②★移転のための緊急棚
卸6/4,5,6,8,19,20,21,23,28
の合計9日間

①★7/4庫内空除湿機熱
交換機の一部凍結で点
検、7/27冷房ガス補充、修
理

！7/1横浜市と収蔵作品移
転のための打合せ：仕訳整
理の方針を検討

！8/22所蔵作品・牛田雞
村の「藁街の夕」（蟹工二
題の１点）を修復出し

！9/12横浜市と収蔵作品
移転のための打合せ：コレ
クション整理の方針を決定
し、この決定に基づき3月
の移転までに仕訳整理を
実施する

！10/24牛田雞村「藁街の
夕」修復から戻り、横浜美
術館へ蔵置

①★11/14収蔵庫空調機
器保守点検2回目の実施

！未撮影作品の撮影：
11/13

！移転作業に伴う所蔵品
確認

！未撮影作品の撮影：
12/4,18,19,24,27

！移転作業に伴う所蔵品
確認
！仮収蔵庫入札の現場説
明会立会、収蔵作品の輸
送業者決定入札の現場説
明会立会
！未撮影作品の撮影：
1/26,28,30,31

！1/22、ローマ国立近代
美術館への作品貸出(横
浜美術館に蔵置してある
牛田けい村の2作品）

！移転作業に伴う所蔵品
確認

！収蔵品輸送業者との打
合せ＆事前作業：仮収蔵
庫下見、作品確認および梱
包作業

！3/4～8で、所蔵品約
1,300点を仮収蔵庫への移
転を完了

◆日報とデータベースの管理
毎日日報作成、データベー
スの適宜更新

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

◆「アートヨコハマ」を活用した所蔵作品の広報 各号での掲載、各回1作品
！収蔵作品の移転のため
市との打合

！収蔵作家の1人=平野杏
子氏の聞取り調査（横浜美
術館と連携）5月～10月

★ｱｰﾄﾖｺﾊﾏ48号で紹介/林
忠彦「川端康成」（写真）

！市民ギャラリーの歴史を
振り返る特集・第1回「市民
ギャラリーとこどもの事業」

★ｱｰﾄﾖｺﾊﾏ49号で紹介/岩
田栄之助「終戦後の横浜
港」（油彩）

！市民ギャラリーの歴史を
振り返る特集・第２回「企画
展の歩み」

！収蔵作家の1人=平野杏
子氏の聞取り調査を完了し
（10回）、レポートにまとめ
た

★ｱｰﾄﾖｺﾊﾏ50号で紹介/柳
原良平「大通り公園」（ポス
ターカラー・紙）

！市民ギャラリーの歴史を
振り返る特集・第３回「市民
ギャラリーと建物」

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。

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

★アトリエおよび作品保管
室を利用団体へ貸出の際
は利用終了後にチェック
シートで確認し、日常的に
整理整頓・清掃を実施

！1月後半からは作品保
管室は一般利用はせず、
収蔵作品の撮影および移
転準備に使用し、終了後
は整理整頓・清掃を徹底

★アトリエを利用団体へ貸
出の際は利用終了後に
チェックシートで確認し、日
常的に整理整頓・清掃を実
施

！作品保管室は、収蔵作
品移転のため準備作業で
使用し、業務終了後は整理
整頓・清掃を徹底

★年間を通してアトリエ利
用率80％

！アトリエおよび作品保管
室ともに、引越移転のため
の作業室として使用し、終
了後は整理整頓・清掃を徹
底

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

４　創造活動を介した人々の関わり合いの場

２　利用促進及び利用者サービスの向上



3/4

◆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

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

①②★各分野に実績・経験
のある職員を配置し、ロー
テーションを作成し、適正
に運営した

①②★各分野に実績・経験
のある職員を配置し、ロー
テーションを作成し、適正
に運営した

！展示・撤去時のためのア
ルバイト職員を雇用（～3
月）

①②★各分野に実績・経験
のある職員を配置し、ロー
テーションを作成し、適正
に運営した

①②★各分野に実績・経験
のある職員を配置し、ロー
テーションを作成し、適正
に運営した

①★職員の異動：館長の
交代にともない、館長兼務
（あざみ野との）に変更。
②★

①②★各分野に実績・経験
のある職員を配置し、ロー
テーションを作成し、適正
に運営した

①★職員の産休により後
任職員の配置・引き継ぎ作
業
②★

①★臨時職員1名（週4日）
退職により新規2名（月10
日ずつ）を雇用し、遺漏な
い運営に努めた
②★

①②★館長1名、副館長１
名、経理庶務１名（固有）、
学芸２名（固有１、派遣１）、
施設管理２名（嘱託）、アル
バイト5名を配置し、遺漏な
い業務に努めた

①②★館長1名、副館長１
名、経理庶務１名（固有）、
学芸２名（固有１、派遣
１）、施設管理２名（嘱託）、
アルバイト5名を配置し、遺
漏ない業務に努めた

①②★館長1名、副館長１
名、経理庶務１名（固有）、
学芸２名（固有１、派遣１）、
施設管理２名（嘱託）、アル
バイト5名を配置し、遺漏な
い業務に努めた

①②★館長1名、副館長１
名、経理庶務１名（固有）、
学芸２名（固有１、派遣１）、
施設管理２名（嘱託）、アル
バイト5名を配置し、遺漏な
い業務に努めた

！収蔵作品移転、引越作
業に関しては、適宜臨時ア
ルバイトを雇用し無理のな
い作業を心掛けた

◆関係団体（教育委員会、ＮＰＯ法人横浜美術
友の会等）との連携

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

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

★随時打合せを行い協力
連携した

！次年度（H25）の絵画教
室開催への相談・協力（講
師依頼・広報等）

★随時打合せを行い協力
連携した

！引越へ向け、NPO法人
横浜美術友との什器・備品
の確認とリスト作成

★随時打合せを行い協力
連携した

！仮事務所移転先として
決定した公益財団法人横
浜市観光コンベンション
ビューロー、株式会社産業
貿易センター（およびその
関連会社）との打合せ・調
整を行う（～3月）

！引越に向け頻繁な打合
せ・確認を行った

！引越に向け頻繁な打合
せ・確認を行い、無事引越
を完了した

◆展示室利用料収入年間平均目標12,090,600
円

展示室利用料収入
11,000,000円

★４月の利用料収入
1,285,800円

★5月の利用料収入
1,468,600円

★6月の利用料収入
928,200円

★7月の利用料収入
1,026,000円

★8月の利用料収入
1,111,950円

★9月の利用料収入
1,149,600円

★10月の利用料収入
969,500円

★11月の利用料収入
975,800円

★12月の利用料収入
1,037,750円

★１月の利用料収入
1,070,550円

★２月の利用料収入
1,194,000円

★３月の利用料収入
135,000円
H24年度利用収入合計
=12,352,750円

◆企画展への助成金年間獲得目標
　1,100,000～3,000,000円

「ニューアート展
NEXT2012」300,000円

★「横浜市こどもの美術展
2012」に横浜市安全教育振
興会より200,000円、「ハマ
キッズ」に50,000円の助成
金獲得

★ニューアート展へ花王科
学・芸術財団より500,000円
の助成金獲得

H24年度助成金獲得総額
=750,000円

◆広告料収入年間獲得目標
700,000円以上

アートヨコハマ350,000円

★アートヨコハマ48号に2社
（横浜バロック、吉田町画
廊）80,000円、48～50号年
間で1社（神奈川県民共済）
100,000円、ギャラリーマッ
プ2012に2社（横浜バロッ
ク、横浜美術大学）50,000
円

★アートヨコハマ49号の裏
面に横浜美術協会７0,000
円、中面に横浜美術大学
30,000円、広報協力金とし
て㈱横浜高速鉄道より
48,505円

★アートヨコハマ50号の裏
面広告収入65,000円（横浜
バロック室内合奏団40,000
円、吉田町画廊25,000円）

H24年度広告料獲得額＝
443,505円

◆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

「ニューアート展
NEXT2012」700,000円
「横浜市こどもの美術展20
１２」250,000円
「ハマキッズ・アートクラブ」
50,000円

★「横浜市こどもの美術展
2012」で2社（土屋鞄製造
所、はまぎん産業文化振興
財団）より200,000円

★ニューアート展で広報物
広告として2社（横浜美術大
学、ニューオータニイン横
浜）より90,000円

！ニューアート展の現物協
賛250,000円
内訳は、アサヒビール＆ア
サヒ飲料/オープニング飲
料100,000円、ニューオータ
ニイン横浜/関係者宿泊代
40,000円、横浜サンミラ-/
作品加工80,000円、伊藤純
子/スモークマシン貸与
30,000円
なお作品の3D加工、送電
線の提供、プロジェクター
貸与は金額換算ができな
いため含めず

H24年度協賛金獲得額
=540,000円
・現金290,000円
・現物（現金換算できたも
ののみ）=250,000円

◆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

寄附金の獲得

「横浜市こどもの美術展
2012」に財団本部に寄せら
れた寄附金として1,400円
の割り当て

H24年度寄附金獲得額
=1,400円

◆事務経費削減の努力

・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

★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(３) 維持管理目標
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

★

！企画展「ニューアート展
NEXT2012」開催に際し調
整

★

！企画展開催に際し調整

★

！企画展開催に際し調整

★

！産業廃棄について、市・
教育委員会・市民ギャラ
リーと調整し、産業廃棄リ
ストを作成

★ ★ ★ ★ ★ ★

★

！2/7閉館・移転に向けて
の調整（市・教育委員会・
市民G)

★

！3/29 施設引き渡し、教
文センタービル正面に移転
案内の設置(閉館後に来訪
する市民対応）

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

①★毎日点検

②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検

②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検および6/27
空調機点検1回目の実施

②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検および7/27
経年劣化による空調機の
不具合を修理

②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検
★11/14第2回収蔵庫内空
調機器点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検

②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄
★12/13引越に備えた産廃
を実施

①★毎日点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄
★1/23引越に備えた産廃
を実施

①★毎日点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄

①★毎日点検
②★毎日の館内点検、ゴミ
廃棄
★3/27引越を終え産廃の
実施
★3/28最終産廃の実施
！大掃除：3/26～28

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

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

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

②★5/17横浜市防火研修
再受講

①★6/11第1回市民ギャラ
リー防災訓練（出勤人数に
あわせての緊急避難誘導）
②★独自防災マニュアル
の作成＆中消防署への提
出

①★11/27防災管理者研
修を履修し、防火管理に加
え防災管理者（地階を除く
階数が11以上の防火対象
物で延1万㎡以上は必須）
を配置していることになっ
た

①★12/5第2回市民ギャラ
リー自主防災訓練（出勤人
数にあわせての緊急避難
誘導）

５　事業の実施・管理運営体制

６　その他
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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

①★
②★

②★ ②★ ②★
①★組織体制の変更に基
づき、緊急連絡網を訂正の
上、各所に配布・周知徹底

①★組織体制の変更に基
づき、緊急連絡網を訂正の
上、各所に配布・周知徹底

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

①★
②★利用団体への事前説
明を利用1か月前・利用当
日の2段階で理解協力を求
めるようにした

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

①★
②★

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

★ ★ ★ ★

☆8月は「絵画教室」の実
施がないため、友の会単独
開催の人物を描く「夏期講
座」にアトリエを貸与

★ ★ ★

★

！H25年度絵画教室への
広報協力および助言

★

！H25年度絵画教室への
広報および抽選作業の協
力

！H25年度絵画教室への
広報および抽選作業の協
力

★絵画教室卒業生作品展
の開催

！H25年度絵画教室催へ
の広報協力

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(４) ＰＤＣＡサイクルの確実な運用
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　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）

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

★前H23年度の「業務報告
書及び決算書」「管理者業
務計画確認法」「自己評価
表」を提出

★3/22に、H25年度業務計
画および収支予算書を提
出

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

★4/24に前年度３月分の
モニタリングを実施

★5/30に4月分のモニタリ
ングを実施

★6/25に5月のモニタリン
グを実施

★8/2に6月分のモニタリン
グを実施
★8/30に7月分のモニタリ
ングを実施

★11月30日に、8～10月分
のモニタリングを実施

★12月26日に、11月分の
モニタリングを実施

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

★利用団体および来場者
からのアンケートによる顧
客満足度調査の実施

★4月に同じく実施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

３－３　業務評価（第三者による評価の実
施）

(５) 指定期間終了にあたっての業務
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　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

(６) 留意事項
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

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

★施設賠償保険：財団事
務局で一括で掛ける

★「横浜市こどもの美術展
2012」採用の臨時雇用者
の保険

★「ニューアート展」採用の
臨時雇用者および展示作
品への付保

２　法令の遵守と個人情報保護

横浜市個人情報保護条例
に基づき遵守し、利用者の
個人情報の取り扱いを適
正に行う

★毎日実施

★毎日実施

！5月職員会議で、館長に
よる新採用スタッフに対し
コンプライアンス研修

★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施 ★毎日実施

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

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

！閉館・移転情報の項目を
加え、横浜市のホームペー
ジともリンクを貼った

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

★毎日実施
ホームページは毎週水曜
日に最新情報に更新

！アートヨコハマ50号で閉
館、仮事務所、新ギャラ
リーの情報を掲載し広く周
知

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

★随時

★随時

！いせやま会館改築に向
けての設計会議
（4/11,18,25)

★随時
事故報告1件

★横浜市民ギャラリー収蔵
作家の1人平野杏子氏の
聞き取り調査を横浜美術館
との連携事業としてスター
ト。1回目＝5/28

！いせやま会館改築に向
けての設計会議
（5/2,9,16,23,30)

★随時
事故報告4件

★随時

★随時

★随時

★随時

★随時

！第2回移転説明会
（8/28,9/3,9/9)の開催案内
の通知（過去3年さかの
ぼった利用の347団体）

！いせやま会館改築に向
けての設計会議（8/22,29)

！8/28第2回移転説明会
へオブザーバーとして出席

★随時

★随時

！いせやま会館改築に向
けての設計会議
（9/5,13,24,27)

！9/3&9第2回移転説明会
へオブザーバーとして出席

★随時、
事故報告2件

★10/24ローマ国立近代美
術館で開催の展覧会のた
め貸し出す収蔵品の牛田
雞村「藁街の夕」《蟹港二
題》の修復を終え、横浜美
術館に依頼の上蔵置

！いせやま会館改築に向
けての設計会議(10/10)

！10/19 休館中の仮収蔵
庫、倉庫の候補施設（横浜
港流通センター）の視察

★随時

★随時

！11/16 新ギャラリー展示
室の照明器具の参考視察
（パナソニック東京汐留ビ
ル）

★随時

★随時

！閉館・移転業務を委託す
る業者決定のための入札
等仕様の考察（仮収蔵庫
業者、収蔵作品約1,300点
の輸送業者、引越移転輸
送業者、産廃業者）

★随時
★随時

！いせやま会館改築に向
けての設計会議（1/30)

！現場説明会立会
1/11仮収蔵庫決定のため
の現場説明会
1/25収蔵作品移送業者決
定のための現場説明会立
会

！H25年度上半期収蔵作
品調査会社決定のための
考察

！仮事務所として決定した
公益財団法人横浜観光コ
ンベンションビューロー、横
浜市との顔合わせ・調整
会議（1/16～3月移転ま
で）

！引越移転輸送業者の現
場説明会（1/29&30)

★随時

★随時

！いせやま会館改築に向
けての設計会議（2/4,6)

！2/12引越移転の輸送業
務市民ギャラリーの入札に
より決定（丸全昭和運輸
㈱）

！2月中旬、関係機関3,100
箇所に閉館・移転案内葉書
を送付（市内外の公共施
設・美術施設、所蔵作家、
美術評論家、マスコミ等）

！2/25利用347団体へ、①
新ギャラリー見直し案②市
内および周辺ギャラリーの
一覧表③仮事務所移転案
内を送付

！3/27実施の産業廃棄請
負業者決定のための現場
説明会立会（2/22,25)

★随時
事故報告全7件

★随時

！開館時から収蔵している
図録の処理方法を横浜市
とともに検討し溶解すべき
図録の確認・仕訳を行った

！休館中の展示備品貸出
についての利用マニュアル
案の作成

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

★（３）自主事業従事者（臨
時アルバイト、ボランティア
等）に名札の着用を依頼

（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

★
（３）NPO法人横浜美術友
の会、絵画教室受講生にも
館内活動時に着用を依頼

★（３）ボランティア活動者
に名札の着用を依頼

★（３）自主事業受講者に
名札の着用を依頼
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