
横浜市民ギャラリーあざみ野
　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

1.横浜市北部地域における文化芸術活動の拠点施設
として、地域の特性を活かしながら市民の創造性あ
る活動によって魅力あるまちづくりに寄与する取り
組み。

2.男女共同参画センター横浜北との複合施設という
特性を踏まえ、様々な違いを超えて、人々が集まり
交流できる場となるよう、文化芸術のもつ創造性を
活かした取り組み。

◆すべての市民に創造性のある活動を提供
◆ネットワークで地域が広がる取り組み
◆すべての人を受け入れる運営
◆市民協働の推進
◆施設の賑わいを創出

・企画展やアトリエ講座等の内容を充実させ、市民が美術に触
れる機会（鑑賞・参加）を数多く提供。
・男女共同参画センター北との連携を強め、複合施設の特性を
生かしたプログラムを実施。
・アートサポーターをはじめとする市民協働や参加型事業の展
開を通して、市民がアートと出会う機会を増やし、“街づくり
アート”を充実。
・横浜市所蔵カメラ・写真コレクションの収蔵館として、
「フォト・ヨコハマ」への協力・連携を推進。
・貸館利用者のサービス向上、バリアフリーの推進等。
・横浜市所蔵カメラ・写真コレクションの整理・保存・活用を
推進。
・設備や備品の適切な保守管理および環境への配慮をし、安心
で明るく使いやすい施設管理に取り組む。

Ｂ

　指定管理第2期のテーマ「アートで元気
になろう」の事業展開を継続。
　アートを積極的に生活に取り入れこころ
豊かに暮らす市民といっしょに地域に働き
かけ、横浜を元気にすることを目指し、創
造性のある活動を多く実施。いろいろな活
動をしている人たちが知り合い、協力しあ
い、新しい活動が生まれる体制づくりに努
め、すべての人に開かれた運営に男女共同
参画センター横浜北とともに取り組むこと
で、横浜市の地域文化振興に貢献した。特
にコンテンポラリーアートを紹介すること
で、現在進行形のアート体験ができる施設
としての機能を発揮した。

Ｂ

　一部未達成の項目については、原因を十
分把握し、次年度に向けて効果的な対策を
図ってください。
　展覧会事業や市民のための講座、子供向
け講座を計画通り実施し、市民とアートを
結びつける機会の提供をしてきました。
　引き続き基本方針に基づき、男女共同参
画センター横浜北とも連携しながら施設の
運営を円滑にすすめ、地域文化の振興に努
めてください。

 

（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

1)文化芸術に直接出会える場 ◆市民が美術を核とした身体表現、映像分野
等の様々な分野の文化芸術に触れられる展覧
会の実施
◆横浜の地場にこだわった展覧会の実施
◆ワークショップやレクチャーなど市民参加
型の企画の実施
◆横浜市所蔵カメラ・写真コレクションを広
く公開

□ ４回の展覧会で、関連事業を含め入場者12,000
人以上。

■ アンケートを実施し、企画展４回の平均満足度
4.6 以上。 Ｂ

展覧会4回
入場者数合計　12,105人
満足度　平均4.56

Ｂ

2)市民やアーティストの創造活動の支援の場 ◆市民自ら創作に関る基礎的な技能、技能習
得の場の提供
◆アーティストから学べる場の提供
◆様々なジャンルの創造活動に対する支援
◆市民協働の企画の実施

□市民のための講座・ワークショップを年間８講座
以上実施。
□講座・ワークショップ参加者延べ850人以上、平
均満足度4.6以上。
□ショーケースギャラリーで、新進アーティストに
よる展示を6回実施。
□あざみ野カレッジは、5年間で学生数1,000名（24
年度200名）。

Ｂ

市民のための講座等 13講座実施
講座等参加者　延べ　835人
平均満足度　4.76

あざみ野カレッジ学生数　194人（平成22年度
から3年間で584人）

Ｂ

3)次代を担う子どもの創造性教育の場 ◆子どもの芸術と創造活動に出会える場の提
供
◆学校教育との連携
◆アウトリーチ事業の実施

□子どものためのワークショップを年間10講座以上
実施。
□親子のフリーゾーンを含め、子どものためのプロ
グラムへの参加者延べ8,200人以上。
■学校教育との連携を推進するため、中学校教諭の
美術研究会の研修に協力。
□アーティストと共に近隣の小中学校へ出向いて生
徒と一緒に創作を行う、美術アウトリーチ事業を5
回以上実施。

Ｂ

子ども向け講座17講座実施
子どものためのプログラム　参加者延べ
9,566人
アウトリーチ事業4回実施

Ｂ

4)創造活動と社会、市民活動を結びつける場 ◆障がいのある人が事業に参加しやすい環境
◆アーティストと市民が交流できる場の提供
◆アートを活かした親しみやすい施設の運営

□北部公募展の応募総数250点以上。
□青葉区民芸術祭は前・後期で入場者数5,000人以
上。
□アート屋台などを活用し、街なかアートプロジェ
クトを5年間で15事業実施。（24年度3事業） Ｂ

青葉区民芸術祭は、会期が従来より1日短か
かったこともあり、入場者数が4,398人と目標に
達しなかった。来年度は従来とおりの会期と
し、区との広報協力を強化して入場者増を図
る。

Ｃ

北部公募展応募総数333点と、目標を上回り
ましたが、青葉区民芸術祭の入場者数が目標
を下回っています。また、街なかアート事業も
24年度3事業実施目標ですが、2事業の実施
にとどまっていますので、共に25年度は目標
を達成するように広報の強化等に努めてくだ
さい。

5)創造活動を介した人々の関わり合いの場 ◆障がいのある人が事業に参加しやすい環境
◆アーティストと市民が交流できる場の提供
◆アートを活かした親しみやすい施設の運営

□フェローアートギャラリーにおいて２組以上の展
示発表を実施。
□アートカフェを3回、アートワゴンを9回、あざみ
野ナイトを1回実施します。自主事業との相乗効果
で来館者を増やし、充実した芸術文化体験の場を提
供。
□あざみ野ナイト開催日の来館者数2,200人以上。

Ｂ
フェローアートギャラリー　6回展示実施
アートカフェ３回、アートワゴン９回実施。
あざみ野ナイト開催日の来館者数　1,440人

Ｃ

　あざみ野ナイト開催日の来館者数が、目標
2,200人以上に対し、実績1,440人と未達成で
したので、目標の達成に向け、内容の再検討
や広報の強化に努めてください。

（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

1)市民の利用を促進する ◆新規利用団体の開拓とリピーターの獲得
◆貸し出しシステムの安定的運用
◆ＨＰによる市民の主体的な活動の広報協力
◆施設利用者に対する助言や指導

□アトリエの利用率：5年間で70％（24年度は65％）
□アトリエの夜間利用率（24年度）：25％
■アンケートの集計による利用者の満足度4.6以上。

Ｂ
アトリエ利用率　24年度　66％
アトリエの夜間利用率　35％
利用者満足度　4.7

Ｂ

2)施設運営における市民参画を促進する （項目なし） □アートサポーターは、5年間で登録者数150名。（22年度末で
約130名、24年度は140名を目標とします）
■アートサポーターの、広報事業での活動を推進。 Ｂ アートサポーター登録者数　160名 Ｂ アートサポーター登録者数の目標を達成しま

したので、目標の再設定をしてください。

3)積極的な広報を展開する。 ◆広報媒体等の充実、アートに関わる情報の
提供

□ホームページアクセス件数は、年間45万件以上。
□あざみ野メンバーズは、目標登録者数を5年間で10,000名。
□メールマガジンやホームページでのアート情報発信を推進。メー
ルマガジンは月1 回の定期配信。
■広報する内容によって有効な媒体を選択し、コストパフォーマンス
を向上。 Ｂ

ホームページアクセス数は平成22年のリ
ニューアル後から大幅に増えている。「あざみ
野メンバーズ」登録者数が伸びていないが、
ホームページの充実により、メルマガ配信の登
録をしなくても必要な最新情報が入手できるよ
うになったためと推測できる。（23年度の外部
評価をうけて25年度から目標を見直した。）

Ｂ

　ホームページアクセス件数が、目標年間45
万件に対し、実績56万件以上と目標を大きく
上回った点を評価いたします。引き続き効果
的な広報に努めてください。

4)市民ニーズ、市民満足度等の把握と対応 （項目なし） ■利用者サービスの向上を図るため、クレームや意見について職員
の情報共有と検討を行い、迅速な運営改善につなげます。
■美術館×インクルーシブ×デザイン実行委員会のメンバーとして
参加している「みんなの美術館プロジェクト」の提案を受け、障がいの
ある人を対象にしたギャラリーツアーの実施や、サインの工夫をしま
す。

Ｂ Ｂ

5)カメラ・写真コレクションの適切な収蔵、保管、
調査、研究、発表、活用、展示

◆収蔵庫管理
◆管理・保存
◆調査、研究、発表
◆活用（貸出・熟覧）

□年間を通じて温度は20℃±2℃、湿度50％±2％。
■pH値を定期的に測定し、測定結果に応じたケミカルフィルターを
設置。
■定期的に文化財喰害虫生息調査を実施し、結果をもとに適正管
理を実施。
■管理・保存、調査・研究について専門機関の協力をあおぎながら
進め、適宜情報を発信。
■講座実施や資料活用については、外部の専門家にも講師依頼を
し、写真制作に関わる理解を推進。
□ショーケースギャラリーで、資料を有効に活用し様々な切り口で展
示を年4回実施。

Ｂ ショーケースギャラリー　４回実施 Ｂ

６)危機管理対策の充実 ① ■緊急対応体制、危機管理マニュアルを随時更新。
② □合同防災訓練を年間2回実施。 Ｂ 防災訓練2回実施 Ｂ

７)保険及び損額賠償の適切な取り扱い、個人情報の保
護への適切な措置、情報公開への積極的取組み

（7）留意事項１～３へ転記

Ｂ Ｂ

８)男女共同参画センター横浜北との連携 ◆事業面での協働
◆運営面での協働
◆維持管理面での協働

□ ロビーコンサートを通年で月2回実施。
□ アートフォーラムフェスティバルを年１回実施、来館者数2,500人
以上。
■ 女性と芸術文化をテーマにした「あざみ野サロン」、インターンシッ
プ受け入れ等を共同の企画で実施。
□ 週１回の管理合同ミーティングを実施（ギャラリー、センター、委託
会社）。
□ 月１回の職員合同ミーティングを実施。

Ｂ

ロビーコンサート24回実施
アートフォーラムフェスティバル　来館者数
2,417人 Ｂ

９)横浜アーティストデーターバンクの構築と運用 ■経営企画グループ（広報担当）と共同でLOD 化を推進。財団内で
の連携したデータベースを整備。
■新進アーティストの継続的な支援（制作支援、活動の紹介および
発表の場の提供など）。

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。 

※文中の目標水準欄において、□：定量的指標。■：定性的指標を示す。 



横浜市民ギャラリーあざみ野
　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

1)市民ギャラリーあざみ野専有部分における建物・設備・
備品の適切な保守管理及び予防保全

■年間無事故。
■修繕必要箇所に迅速に対応。
□展示室壁面を年１回メンテナンス(塗り直し)。
■クレームの無い、快適な環境を維持。

2)環境問題への配慮 ■ゴミの分別を徹底し、排出量を抑制。
■利用者にはゴミの持ち帰りの原則を徹底し、必要な場合はゴミ袋
を有料で販売。
□光熱水費を前年度比▲1％。

（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

1)コスト削減への努力 □施設管理・事務事業にかかる経費を精査し、男女共同参画セン
ターとも協力して、効率的に予算執行。
□管理費は前年度比▲1％。

2)収入向上及び外部資金導入の努力 □利用料金収入(負担金を含む)年間1,200万円以上を維持。
□助成金を2件申請し、協賛金・広告料とあわせて獲得目標320万円
以上。

(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

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）

※Ｈ23実施済み

（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

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

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

光熱水費は、電気・ガス・水道とも使用量が
前年度（H23)より2～11％増、また料金値上
げのため、削減できなかった。今後は前年
度並みの抑制に努める。
※H23は震災後の開館時間短縮、電気使用
量抑制により同前年度（H22）比 ▲6～19％
減。

Ｂ 　適切な保守管理・予防保全に努め引き続
き年間無事故を維持してください。

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

●業務の基準に基づき適切に運営を行います。

Ｂ
管理費は、光熱水費以外は前年度以下に抑
制したが、光熱水費の増によって全体では前
年度比＋0.3％となった。

Ｂ

　助成金・協賛金の獲得目標320万円に対し
て、実績は242万円と目標の達成には至りま
せんでしたが、約330万円相当の物品の無料
貸与を受け、コスト削減の努力をしていると評
価できます。


	自己・行政・外部評価

