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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

※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

（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.施設の提供
◆開館時間９時～22時

◆提案書に基づく利用料金の適切な徴収

①施設の開館について
□開館について
　開館日数338日
　開館時間9時～22時
□稼働率目標＞
　大ホール 93％
　小ホール 90％
　リハーサル室1 46％
　リハーサル室2 39％
　リハーサル室3 39％
　リハーサル室4 53％

②利用料金の適切な徴収
■条例で定められた料金設定に基づき、適正な利用料金
の徴収する。
■利用者サービスの一環として、営利を目的としない利
用が多い昼間帯の料金を下げ、値下げした分を営利目的
利用が多い夜間帯の料金に乗せ、1日料金は従来どおりと
する新料金プランの導入をシステム変更に伴う改修コス
トなどの分析を含め実施に向けた検討を引き続き行う。

③貸し館事業、自主事業のバランスある運営
■業務の基準に基づき優先予約を厳正に管理し、月ごと
に実施される利用調整会議で横浜市へ報告を行う。

B ①大小ホール、リハーサル室各施設において概ね
目標稼働率を達成した。 B

3.組織的な施設運営

◆職員それぞれの職務を相互に補完する運営の た
め、情報共有を目的とした「運営会議」（全職員
対象）、ＰＤＣＡサイクルの実施を目的と した
「責任者会議」（責任者対象）の開催（月 １
回）、指定管理者構成団体による「運営委員 会」
の定期的な開催

◆適切な人材の配置 館長１人、副館長１人、総合
企画室長１人、管 理部長１人、管理部職員１人、
事業部長１人、 事業部職員６人、アルバイト４
人、舞台技術５ 人、施設管理17人

①運営に関する各種会議の実施
□職員間の情報共有を図るための「運営調整会
議」を毎月1回実施
□業務改善のPDCAサイクルの実施を目的とした
「責任者会議」（各運営セクション会議）を毎月1
回実施
□共同事業体各社のノウハウを関内ホールの運営
に反映させるため、各社代表による「運営委員
会」を四半期ごと年4回実施

②適切な人材の配置
■事務所に舞台及び舞台技術の相談員として舞台
技術者を常時1名配置する。
■定例会議の実施や情報のサーバー共有により各
職員が担当職のみならず相互に業務を補完するこ
とで効率的な運営を実施する。

B B

　関内ホールの指定管理者は、市民に対し、
施設を「芸術活動発表の場」として、「芸術
文化の鑑賞の場」として、また「集会や講演
会等の場」として円滑に提供することが期待
されています。
  平成24年度において指定管理者は、市民芸
術文化団体や若手アーティストの支援事業に
おいて実績を挙げるとともに、市民参加型事
業についても多くの参加者を集めました。ま
た、計画以上の公演数を展開して広く市民等
に文化芸術の鑑賞の機会を提供するなど、
量・質ともに高い水準で事業を行っていま
す。さらに、地域とも積極的に連携し関内・
馬車道地区の活性化に貢献しています。今後
も、市民の文化活動の拠点となるような運営
を期待します。
　また、関内ホールは、建設から27年が経過
しており、近年経年劣化によって不具合が発
生する頻度が高まっていますが、ホールを管
理する指定管理者として専門的な視点で適切
に対応しています。今後も修繕等に対してき
め細やかな取組を期待します。

B

　指定管理業務は各項目とも概ね目標水準を
達成し、適切に運営されているものと評価し
ます。
　施設の貸出しには利用者の立場に立った対
応を取ることができていますし、市内の芸術
文化団体や若手アーティストの支援を行って
いること、施設の管理面においては清掃が行
き届いている点や、メディアを中心とした他
業種の共同事業体という指定管理者の強みを
活かして、テレビやインターネットを通した
情報発信にも積極的に取組んでいること等は
高く評価することができます。
　今後は、地元である「馬車道」をキーワー
ドに、みなとみらい地区にはない歴史・伝統
の魅力を発信することで、関内ホールのブラ
ンド化に取組むとともに、引き続き地元商店
街等との連携することで地域の活性化に繋が
ることを期待します。
　また、ホールの性質上、クラッシックコン
サートには不向きなことから、今後、施設の
大規模な改修も踏まえて、音響効果の見直し
を行ってほしいと思います。

B

◆各月2回以上、ジャンル別に年間を通じてバラン
スのとれた構成による舞台公演の共催・協力事業
の実施

◆ホールプロモーション事業（年間25～28公演実
施）

◆フェスティバル事業（街のにぎわい作り事業
（年間４～５公演実施）

◆アーティスト支援事業（年間４～５事業実施）

◆市民参加型鑑賞事業（年間３～４事業実施）

横浜市市民文化会館　関内ホール
　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

1．質の高い芸術文化の鑑賞機会を提供し、市民は
もとより市外からも観客を誘致することによる、
関内・馬車道駅周辺や伊勢佐木町も含めた関内地
区の賑わいの中心拠点の確立。

2．馬車道地域の一員として、町内会・商店街組合
への加入や、地域活動への協力。

◆市内の芸術・文化団体の発表や創作活動の場と
なり市民が文化の拠点施設として利用でき
る環境づくりをさらに進める。

◆都心部他館とのすみわけを図り、市民が気楽に
多彩なジャンルの芸術文化に触れ、都市生
活を充実させるための中核施設として質の高い鑑
賞機会を提供する。

◆企画段階から市民が参加する事業に積極的に取
り組むなど会館だけでなく市民メディア
などとも連携し、市民とのパートナーシップを強
化する。

◆周辺地域との連帯を一層進め、ホール公演だけ
でなく地域と一体となった“馬車道アート
フェスタ”の実現など「街の賑わい」「創造界
隈」形成に寄与する。

◆メディアを用いた情報発信事業をさらに充実さ
せるとともに市民メディアなどとも連携
し、情報交換を通じて業務を推進するIT時代の新
たな会館像を創造する。

B

◆利用者へ「サポーターズ倶楽部」による優先予
約の適用（市民文化団体支援事業：年間６～８事
業）等運営面や利用の際の支援

◆文化活動すそ野の拡大のためのワークショップ
の定期的な開催

◆「市民参加型事業」の継続的な実施

B1.市民の芸術文化活動の発表・創造的活動のため
の場の提供

これまでに運営基盤として定着させた「貸館」
「事業」「管理」の仕組みをより安定的に継続
し、利用者の立場に立ったサービス提供と市民目
線の運営に取組みました。結果、大小ホールとも
にほぼ上限に近い稼働率を維持することができま
した。事業面においては、これまでどおり地域を
拠点に活動する市内の芸術文化団体や若手アー
ティスト等の活動に対するサポートと、地元商店
街との連携による地域に根差した文化事業への取
組みや幅広い層の市民が気軽に参加できる“市民
参加型事業”を積極的に推進し、多くの市民が
“馬車道地域”に集い、気軽に文化的活動に参
加、交流できる環境づくりをすすめる一方、大規
模な収容力とプロユースの設備を生かした“質の
高い鑑賞事業”を多数実施することで、関内・馬
車道駅周辺や伊勢佐木町も含めた関内地区の賑わ
い創りと活性化に大きく貢献することができまし
た。また、共同事業体の専門分野であるテレビ、
インターネットなど“メディア”を事業、広報を
はじめとする運営全般に積極的に活用しました。

B

3.市民の集会や講演会利用への施設の提供

◆利用率の維持

◆新たな利用者の開拓

◆市民に役立ち、関心が高いテーマを掘り起こす

◆市民の要望に応じた優先利用の適用

◆市民の要望に応じた著名人の講演会の実施

◆利用者へ「ステージコンシェルジュ」「舞台専
門スタッフ」「広報・広告」「荷物の事前搬入」
による利用の際の支援

2.利用促進及び利用者サービスの向上

◆利用者へ「ステージコンシェルジュ」による利
用の際の支援

◆公演を録画するシステムの導入や積極的な告知
等による積極的な施設の利用促進

◆利用者の利便性を考慮した延長時間の対応（８
時～９時、22時～26時）

◆支払いの際の、現金支払い・振込対応に加え、
カード決済の導入の検討

◆利用促進のための割引優遇制度の継続及び導入

①講演会や集会の開催に必要な舞台看板や映像機
器、お弁当や生花などの一括手配サービス（ス
テージコンシェルジュ）や、舞台技術のサポート
を充実させるなど講演会・集会利用の維持に努め
た

②行政が主催する講演会や集会のほか、社会性・
公共性の高い内容を扱った講演会等に優先枠を提
供した。今年度は市民の関心が高い講演会として
「放射能対策講演会」「子宮頸がんシンポジウ
ム」２つの講演を協力事業として実施した。

①市民文化団体支援事業の実施
□7事業以上の実施を支援する。

②ワークショップ事業の実施
□ワークショップ２事業を実施する。

③市民参加を主体とする事業の実施
□4事業を実施する。

①ホールプロモーション事業の実施
□エンターティメント系事業9公演を実施する。
□コンサート系事業11公演を実施する。
□演劇・ミュージカル・舞踊系事業7公演を実施す
る。

②フェスティバル事業の実施
□フェスティバル事業3事業以上を実施する

➂アーティスト支援事業
□アーティスト支援事業として3事業以上を実施す
る。

④市民参加型鑑賞事業
□市民参加型鑑賞事業を3事業以上実施する。

  ホールプロモーション事業については、目
標の27公演を大幅に上回る51公演を実施する
等、積極的な事業展開を高く評価します。
　関内ホールは馬車道に設置されたホールで
す。そのため、指定管理者には地域との協力
体制の構築も求められますが、24年度は地域
の商店街等と協働し新しい事業を立ち上げる
等、大変積極的な取組を行っています。
　アーティストの育成を目的とした事業であ
る「馬車道ショートパフォーマンスライブ」
では、優れたアーティストにはホールでの単
独公演という機会を新たに用意するなど工夫
をこらしました。アーティスト支援という観
点で年々改善を重ねている点は、高く評価で
きます。

①横浜中心部に建つ、プロユースの劇場として幅
広い層に関心の高い魅力ある公演を主催、共催、
協力の各事業で多数実施した。今年度はエンター
テインメント（バラエティー）系で16公演、音楽
系で25公演、演劇・舞踊系で10公演を実施し、関
内ホールのイメージアップとリピーター増に努
め、地域の活性化に大きく貢献した。

②フェスティバル事業として今年度は10事業を実
施。地元商店街のイベントである「Y153セントラ
ルタウンフェスティバル」や「馬車道ガス灯プロ
ムナード」への全面協力に加え、商店街とタイ
アップした新たな事業「あいすくりーむ発祥記念
コンサート」の立上げや、地域イベントとして定
着した「関内ホール1日オープンデー」を地元商
店街との連携事業として開催するなど地域に根差
した継続事業に取り組んだほか、次年度から“馬
車道まつり”期間の3日間とタイアップした新た
な地域連携イベント「馬車道アートフェスタ」の
開催へ向け、地元商店街と具体化を進めた。

③アーティスト支援事業として今年度は8事業を
実施。市内で活動する若手クラッシック演奏家団
体との連携によるオーディエンス参加型クラッ
シックコンサートの継続開催や、公募ストリート
ライブから3段階のステップで小ホールでのワン
マンライブを実現させる育成型支援事業を新たに
実施するなど、市内を中心に活動する若手アー
ティストの活動支援に取組んだ。

④一般公募による市民ミュージカルやダンスフェ
スティバルの開催に加え、ワークショップ受講者
とプロの講師によるタイアップコンサートの実施
など市民参加を主体とする鑑賞事業について今年
度は6事業を実施した。

B

①さまざまな市民芸術文化団体等が企画する15の
事業について、実施に向け支援を行った。

②シリーズ2回目となる3か月間に渡るゴスペル
ワークショップと、夏休み期間を利用した小学生
向け、全10回のジュニアコーラスワークショップ
を実施した。いずれも修了発表に本格的なコン
サートを企画するなど、ホールの特性を生かした
ワークショップに取組んだ。多くの参加者とコン
サート入場者を集めるなど市民向け文化施設とし
て成果を上げることができた。

③今年度から始まった横浜の新たなシンボリック
事業「DANCE DANCE DANCE＠YOKOHAMA2012」の一
環として、2つの市民参加型ダンスフェスティバ
ルを実行委員会と協力して実施したほか、3度目
となる「関内ホール1日オープンデー」の開催、
公募により結成した市民楽団「横浜ブラススタイ
ル」の活動サポートなどに取組みました。多くの
市民が参加する大規模な市民参加事業を実施し、
市民のための文化施設として役割を果たすととも
に周辺地域の活性化と文化振興に大きく貢献し
た。

B

B

2.市民に対する演劇、音楽その他の芸術文化の鑑
賞機会の提供 B A

①利用率の維持と新たな利用者開拓
□講演会・集会の利用率維持目標
　大ホール 年間38% （日）
　小ホール 年間36% （日）

②市民の関心の高い講演会・集会の実施
■行政が主催する講演会や集会、社会性・公共性
の高い集会などに引き続き優先枠を提供する。
□市民の関心の高いテーマを扱った集会・講演会
を2事業実施する。

①ステージコンシェルジュの実施
■ステージコンシェルジュを引き続き実施する。
□利用時間外や休館日を利用したきめ細かな施設
見学を年間80件以上実施
□ホームページに掲載している馬車道グルメイン
フォメーションに新規ご案内店舗を2店舗追加

②利便性の向上と利用促進への取組み
■利用者から要望の多い早朝1時間と深夜26時まで
の利用延長に引き続き対応する。
■来場者アンケート、事業アンケート、利用者ア
ンケートを継続的に実施することで利用者のニー
ズとクレームを把握し運営の改善に努める。
■経年劣化の著しい一部の備品について更新を実
施する。
□ホスピタリティー向上のため、職員を対象とし
た研修会を年1回実施

③割引制度の継続及び導入
■1ヶ月を切った利用に対する割引制度「遅割り」
とリハーサル利用区分帯の料金を割引きする「リ
ハーサル割引」を引き続き実施する。
■幼稚園、保育園などを対象とした「未就学児童
割引」（利用料金50％割引）を引き続き実施す
る。
■「リハーサル室メンバーズスタンプカード」を
引き続き実施する。

B

B

B

　①市民文化団体支援事業については、7事業
という計画に対して、15事業を実施しまし
た。
　また、「ゴスペルワークショップ」「こど
も音楽制作ワークショップ」等、文化活動の
裾野を広げる取組、「横浜ブラススタイル」
といった市民参加型活動の運営や支援に力点
を置いた取組を行っている点や、地元商店街
のイベントと連携した事業を実施し、地域活
動にも協力する等、市民の文化活動に貢献で
きたと評価します。

＜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。 
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4.指定管理料のみに依存しない収入構造、経費削
減や効率的運営努力

◆収入全体の10%台を事業収入目標とし、自助努
力による収入増を目指す

◆事業費、事務費について職員全員が削減意識 を
持ち経費節減に務める

①積極的な事業展開
■事業収入が全体収入のおよそ10%を目標とした年
間実施事業計画を作成し収入増を図る。
□今年度は20事業を実施し、およ2,400万円の事業
収入を目標とする。

②コスト削減の徹底
■空調や照明などエネルギーの使用量を可能な限
り節減し、光熱水費の削減に努める。
■事業費、事務費について職員全員が削減意識を
持ち経費節減に努める。

B ①今年度は23事業を実施し、29,000,000万円の事
業収入を達成した。 B

　収支がマイナスになった要因は、当初想定
していなかった電気料の高騰によるもので
す。事業については、経費削減に努め、計画
どおり取組んだものと評価します。

（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 自己評価 備考

1.保守管理業務

□建築設備、舞台設備及び設備備品、舞台備品、
ピアノの法定点検、定期点検を「別表１」の通り
実施する。
■舞台、設備、事務消耗品等切らさないよう管理
を実施する。

B B

2.環境維持管理業務

■日常清掃、定期清掃、臨時清掃の確実な実施。
公演等による清掃時間の延長に対応する。
□ゴミの資源化率前年比２％増。
※「前年比２％増」は誤り、正しくは「100％維
持」

B B

3.保安警備業務
□警備員による館内巡回を１日４回以上実施。
（開館日のみ） B B

4.予備う保全及び修繕
◆施設の適正な管理運営のため、現実な予算計上
とその確実な執行

□日常点検を通じ異常の早期発見するため、設備
員による、館内巡回を１日２回以上実施する。
■不具合を発見した場合は、速やかに市に報告す
る。

B B

5.青少年育成センターに係る業務

■日常清掃、定期清掃、巡回警備、保守管理を実
施する。
□月１回以上お互いの催事案内を交換する。
□年２回以上防災訓練を実施する。

B B

6.店舗（６区画）に係る業務

■定期的にエアコンの消防設備の点検、店舗前の
巡回警備、清掃を実施する。
■横浜市と公有財産賃貸契約を締結する。各店舗
と賃貸借契約を締結する。
■入居店舗が撤退した場合は市と協議の上、新入
居者を選考する。
□施設内連絡会を開催する。

B B

7.施設の管理を行う上で必要な資格者の配置

□電気主任技術者（３種）を１名選任する。
□建築物環境衛生管理技術者を１名選任する。
□特定産業廃棄物管理責任者を１名選任する。
□甲種防火管理者を１名選任する。

B B

8.ESCOの事業に係る業務

■「ESCO」事業実施に協力する。関内ホール独自
でもエネルギー削減出来るか検討する。
■報告会議等に出席する。 B B

（4）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
■各種日報を作成する。
■月報を作成しモニタリング時に提出する。
■各日報、月報を適切に管理保管する。

B B

2.業務計画書及び業務報告書の作成・管理

■業務計画書（次年度の業務計画、収支予算）を
作成し横浜市に提出する。
■業務報告書（前年度の業務報告及び利用実績、
収支決算）を作成し横浜市に提出する。

B B

3.業務評価（モニタリングの実施）
□原則毎月最終木曜日に時間設定し、月１回モニ
タリングを実施する。 B B

4.業務評価（自己評価の実施）
◆ＰＤＣＡサイクルの実施を目的とした「責任 者
会議」（責任者対象）の開催（月１回）

■利用者、来場者にアンケートを実施する。
□関内ホールの責任者会議を月１回実施する。 B B

（5）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

（6）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、動産総合保険、レジャー・サー
ビス施設費用保険に加入する。 B B

2.法令の尊守と個人情報保護
■横浜市個人情報の保護に関する条例、罰則の適
用等に関する研修を年１回以上実施する。 B B

3.情報公開への積極的取組
□横浜市の「情報公開に関する標準規定」に基づ
き「関内ホール情報公開規定」を作成する。※
「作成」は誤り、正しくは「遵守」

B B

4.市及び関係機関等との連絡調整

■横浜市との連絡調整会議を月１回開催する。
■関内ホール内部連絡会を年２回開催する。
□馬車道商店街、住吉町内会の連絡会等に出席す
る。

B B

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）法令の制定及び改正への
　　対応

□許認可及び届出等が必要な場合は、適切に処理
する。
□自動販売機、携帯中継アンテナ等の目的外使用
の手続きを実施する。
□関内ホールの職員、受付、舞台技術、警備、設
備、清掃の各部門に従事する者は名札を着用す
る。
□人権を尊重する。人権に関する講習会等に参加
する。
□騒音や利用者の迷惑行為に関して､近隣対策を実
施する。
□各書類の保存期間を定め、保管・管理する。
□行政機関が制定する基準等を遵守する。
□法律が制定及び改正された場合、横浜市と協議
し対応する。

B B

B

◆年間10～15主催公演による、事業への企業協 賛
金の獲得も含め、「積極的な事業展開」によ り、
収入全体の10％の事業展開を図る

◆分析・見直し・意識化による「事業費」「管 理
費」「事務費」のコスト削減の徹底

◆デジタルサイネージ（電子看板）の会館内設
置・展示の事業化

◆主催・共済事業や馬車道ショートパフォーマ ン
スライブなどでの企業協賛の獲得

◆テレビ・スポットＣＭに特別料金を設定

◆関内に無線LAN設備を設置し、インターネット
利用環境を整備する

◆サポートスタッフ養成講座の開催とスタッフ 活
用

◆会館玄関ロビーに馬車道商店街のＰＲスタン ド
を設置し地域情報を提供

◆「サポーターズ倶楽部」の活用や「遅割制 度」
を導入し「施設利用件数のアップ」による 利用料
収入のアップを図る

①適確な広報展開
■主催事業についてテレビスポットを制作し、ｔ
ｖｋで放送を行う。
□今年度は主催事業6事業のスポットを作成しtvk
で放送
を実施する。
□ｔｖｋの昼の情報番組内に関内ホールインフォ
メーショ
ンコーナー枠を設け、施設の情報や主催・共催事
業の告知を実施する。今年度は5事業の放映を実施
する。
□ホールで毎月制作する「催し物ご案内」を市内
280ヶ所（5,500部）に定期配布をする。

②サポーターズ倶楽部の充実
□自主公演情報などを送付するメルマガ会員で累
計450名の会員登録を目指す。
□公式ツイッターで1,500フォーロワーを目標とす
る。
■関内ホール公式フェイスブックページを開設す
る。
■引き続きサポーターズ倶楽部で市民芸術文化団
体等の活動支援を行う。
■ホームページのリニューアルを実施し、サポー
ターズ倶楽部専用ページを増設する。

③デジタルコンテンツの集積と活用
□サポーターズ倶楽部を通じて実施した事業など
の映像を10本以上収録し、公式「You tube」ペー
ジ（関内ホールビデオフォーラム）から配信を行
う。
□チャンネルオープンヨコハマでアーティストの
活動やインタビュー、作品の映像を10タイトル以
上追加する。

④テレビスポット広告に特別料金設定
■共催・協力事業を対象としたｔｖｋスポットCM
の特別料金を設定し、関内ホールでの公演を盛り
上げていく。

⑤テレビ番組連動・収録公演の実施
□ｔｖｋの番組関連公演または収録公演を今年度
は2事業実施する。

B

①主催17事業に対し、テレビスポットを制作、ｔ
ｖｋで放映を行った。今年度のスポット放映回数
は17事業、トータル2303回。また、ｔｖｋの昼の
情報番組「ありがとッ！」の中で主催4事業につ
いて出演者がゲスト出演し、10分程度の公演告知
を放映した。

②公演情報を送付するメルマガ会員は累計928
名、ツイッターフォロワーは累計1583名に達し
た。今年度は新たに公式フェイスブックを開設す
るなどITコンテンツを積極的に活用した。

③実施事業の収録映像を配信する公式Youtubeを
利用した「関内ホールビデオフォーラム」で今年
度は新たに新規24タイトルの配信を追加した。

④一般利用に対し、テレビスポットの制作と放映
に関する特別料金を設定し、提供を開始した。

⑤ｔｖｋの人気番組「saku saku」の特別企画と
して「ギフト矢野ワンマンライブ」2事業と「キ
ンシノ」の番組企画公演合わせて3事業を実施し
た。

5.その他 A

　テレビスポットの制作や放送、昼の情報番
組を用いた事業の告知等、メディア事業者で
もある指定管理者の知識やノウハウを活用し
た広報展開を実施しています。
　①主催事業のテレビスポット放送では、独
自の発信ツールを活かして、目標の6事業を上
回る17事業のテレビスポットを放送しまし
た。③デジタルコンテンツの集積と活用で
は、YOUTUBEなどの媒体にも積極的に展開し、
映像配信10本以上という目標に対して、24本
の配信を行う等、複数の手段かつ多数展開し
ている点は高く評価できます。

B

B
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評価 総括コメント
（左記の理由）

評価 総括コメント
（左記の理由）

評価 総括コメント
（左記の理由）

評価 総括コメント
（左記の理由）

評価 総括コメント
（左記の理由）

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

1

　年度計画を大幅に上回る支援事業が実施されました。また
文化活動の裾野を広げるワークショップ、大規模な市民参加
型の事業の継続的開催など、市民のための文化施設として、
その役割を充分に果たされました。

　業務報告によると　ほとんどすべてが　計画通りに実行す
ることができたとの報告でした。目標数値を達成したことは
多いに評価できます。
　しかし、達成と　市民等の参加者の満足度はいかがでした
でしょうか？
　目標数値と市民等の参加者の満足度が一体となって　初め
て事業目標が達成したといえるのではないでしょうか。

　長期的には、特定の市民活動が優遇される危険性がありま
す。
　それに関する対策や対応など、考え方とシステムを検討し
ておくとよいかもしれません。

　積極的な事業活動は評価できる。国全体としては、人口減
少期に入ったが、横浜市は人口増加が続いている。とくに、
昼夜間人口比率が上昇し、MM・関内地区への通勤者が増加傾
向にある。そうした増加人口の内容を分析し、潜在需要の発
掘に取り組むことも必要であろう。

　未来の横浜を担う「こども音楽制作ワークショップ」の支
援はすばらしいことだと思います。一方で市民ワークショッ
プに関しては幅広いジャンルの活動への支援を期待致しま
す。

2

　ホールプロモーション事業、フェスティバル事業、アー
ティスト支援事業、及び市民参加型事業のそれぞれも年度計
画に倍増する成果を出されました。大いに評価されます。た
だ総括で述べましたように、多彩な事業が数多く為されたわ
けですが、トータルなイメージを定める工夫も欲しいと思い
ます。

　電車等などの広告などで、関内ホ－ルのイベントの掲載を
見かけます。
　利便性に優れている関内ホ－ルならでの市民等に対する事
業と言ってよいでしょう。
　ただ、毎年同じ時期に同じ人という公演もあり　それを楽
しみに来る方もいる事は否定できませんが、まだ公演をされ
ていない方の掘出しを行えば　違った客層が増え、より充実
した施設になるのではないでしょうか？

　ヒヤリングから、提案書の内容が良好かつ適正に実施され
ている印象をもちました。
　特に、施設の位置や周辺環境、機能などを判断し、適正な
事業が展開されています。
　市民活動に関しても積極的な対応と工夫がみられ、全国的
なモデルケースとして誇れるような事業になるよう、一層の
改善と努力を期待します。

　バランスよく事業展開が計画・実施されている。また、馬
車道地区の一層の活性化に向けた新しい取り組みもなされて
いる。アーティストのスタートアップの場としても期待され
る。ホールでのライブ等の社会的認知度がさらに高められれ
ばと思う。

　数の上で目標を上回る積極的な事業展開はすばらしいと思
います。今後は、黒船ペリーがもたらしたバンジョーなど、
みなとみらい地区ではなく、ガス灯の似合う馬車道地区なら
ではの「開港当初からの売り」を増やされることを期待致し
ます。

3 市民の要望に応えられていると評価します。

　サービスの充実の為　お弁当の手配等　きめ細かな配慮に
感心します。
　市民への講習会には　市民の関心の高いテ－マを掲げて
行っています。
　これからも　市民の関心が何なのかをリサ－チし、リアル
タイムな課題の講習会の実施を望みます。

　市民への集会、講演会利用への施設提供に終わらず、使用
者の立場に立たれたサービスの提供は特筆されることだと思
います。「おもてなしの心」をなお一層大切にされた関内
ホール発「ホール・サービス提供実例」を広く全国に発信し
ていただきたいと思います。

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

1 大小ホールとも高い稼働率です。

　2号室と4号室の稼動率が達成しなかたのは、防音設備がな
く、収容力が少ないとの報告をうけました。
　稼動率を上げる為　その部屋の改修はできないものでしょ
うか？検討課題だと思います。
　料金ですが　条例で定められている料金設定ですが、消費
税の引上げに伴い運営が厳しくなることが予想されます。行
政側に料金の見直しを図る必要があるのではないでしょうか

　人員体制など課題はあると思いますが、リハーサル室の稼
働率の改善は望めますか。

　高い稼働率を達成され、また利用料金の計算方法にも工夫
を凝らされていることに敬意を表します。少し余裕のあるリ
ハーサル室の運用・使用に、市内の大学などへの声掛けをい
ただいていますでしょうか?　中高生のクラシック音楽離れに
頭を痛めている者としては、例えば、大学生とのペアで中高
生への演奏啓蒙活動などにリハーサル室を活用していただけ
るとありがたく思います。

2

　アンケ－トの実施やきめ細かなサ－ビスは実施していると
思いますが　施設の視察の時　缶の回収ボックスがこわれか
けたのがありました。
日常の点検の強化をお願いします。

　目標水準③は、僅かではありますが増収を望める優れた対
応だと思います。一層の工夫を期待します。

　利用時間の延長はすばらしいと思いますが、管理者の過労
につながらないことを願います。

3 　職員の情報、技術の共有は大変重要な要素です。そのため
の会議が、形骸化しないよう望みます。

　施設運営に携わる方々同士が円滑なコミュニケーションを
取り合う努力を払われていることは見事だと思います。

4

　収支がマイナスの要因は　電気代の高騰によるものだとの
報告がありました。
　それがなければ　収支はプラスに転じたことでしょう。
　今後もこの傾向は続くものと思われます。
さらに老朽化に伴う管理費の増額　消費税の引上げ伴う経費
の増額　消費税の支払いの増額　支出の増額は避けられない
ものとなるでしょう。
　事業収入を増やしプラスに転じるようより良い事業の展開
をすることを期待します。

　現場自己資金の増収を期待します。特にアメリカなどの
ファンドレイジングの手法を研究し、指定管理料に頼らない
体質が望まれます。
　一方で、行政サイドは適正な管理手法の下、当面は、①安
定的な指定管理料②施設維持管理に関する適正な予算の確保
③管理者の内部留保などの保証について、積極的な対応を望
みます。

指定管理料が収入に占める比率は、54.5%(H22)→52.4%(H23)
→50.8%(H24)と低下してきている。自主事業収入は、
11.7%(H24)で目標の10%を上回っている。このような収入源の
構成の変化は、指定管理者制度の財政面での主旨にかなった
ものであり、評価できる。一方で、自主事業のコストの把握
は簡単には行えないと思うが、事業別のコストパフォーマン
スの分析は、外部公表の必要性の有無は別として、運営上必
要であろう。

　目標とされていた事業収入を500万円も上回りながら、公共
料金の値上げによる支出増大が経費として重く圧し掛かって
きてしまったことは無念に思われていることでしょう。経費
削減にも限度があると思いますので、横浜市民への文化拠点
として、質の向上第一という信念をもたれてしっかり、経済
的な応援団の発掘に努められることを希望致します。

5
　テレビスポット、公式フェイスブック、公式Youtubeなど積
極的な情報発信は、現在の指定管理者である共同事業体なら
ではの特徴として高く評価できます。

　事業への協賛金の獲得を含め積極的な事業展開を実施して
います。
　関内ホ－ルは馬車道通りという横浜の観光地にあり、利便
性も高い有利な条件に恵まれています。
　関内ホールが　より地域に密着し横浜の誇るホ－ルとして
存続することを期待します。

　ヒヤリングから、指定管理者の期間事業のノウハウが機動
的に活用されている印象がありました。
　指定管理者制度の問題点や課題が指摘される一方で、この
ような前向きな相乗効果は、当制度のプラス面として評価で
きる要素です。管理者の一層の工夫を期待します。

　最新設備の競合施設とハード面で競うことは困難であると
思うが、広報や情報発信等のソフト面で指定管理者の強みを
活かした工夫がなされており、高く評価できる。

　テレビやインターネットを広報のツールとして活発に利用
なされることは心強いと思います。メディア事業者本来の発
信方法に加えて、日進月歩のデジタル技術を有効に活用さ
れ、オリジナリティーに富んだ芸術的な広報でネット世代の
若者たちの心を震わせることもできるのではないでしょうか?
関内ホールを国内外に知らしめるような、世界的なメディ
ア・コンペへの参加なども期待してしまいます。
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中村委員

B

丸山委員

B

　資料の検討および視察を通して、馬車道地区における「会
館という「点」から地域という「面」への展開」という、指
定管理者の運営基本方針に沿った事業展開がなされていると
いう印象をもった。今後も、馬車道活性化の文化面での中心
拠点的活動を一層推進することにより、建物・設備面での限
界を補えるのではないかと思う。

石田委員 田中委員

　関内ホールの指定管理者は、それぞれの専門性をもつ共同
事業体であるその特徴を良く活かしていると基本的に評価し
ます。施設利用の貸し出し業務については、利用者の立場に
立った臨機応変の対応がなされており、またシリーズ化した
公演がいくつもあること。文化事業に関しては、市内の芸術
文化団体や若手アーティストの支援を多角的に行っているこ
と、またそれらの内容についての情報発信をテレビ、イン
ターネットなどのメディアによって積極的に行っていること
などが高く評価されると思います。
　ただ、当初から抱えてきた音響上の問題が、公演内容を狭
めていることは残念です。建設から２７年が経過し、建替え
も検討されているとのことですが、音響学の専門家の助言を
得て、応急処置を講じても良いかと存じます。文化事業に関
しては、個別的にはよく工夫されていると思いますが、トー
タルなイメージ作りをもっと考慮する必要があるのではない
でしょうか。たとえば「みなとみらい」地区が文字通り「未
来」を打ち出すなら、明治・大正・昭和時代の横浜の中心で
あった「馬車道」地区の歴史と伝統の魅力を誇示することが
関内ホールの役割ではないでしょうか。関内ホールが関わる
文化事業にはすべて「馬車道」の名を冠するなどの方法もあ
ると存じます。当然、地域全体の文化発信の中核的存在とし
て、地元との提携事業の拡大にも繋がるでしょう。

B

　基本方針に掲げる目標を達成する為、市民等に新しい事業
の取組みをし、従来の取組みを改善し　努力していること
多いに評価できます。
　今後も市民等の意見を重視し、現在　行っている事業がマ
ンネリ化せず、さらなる市民等の期待を満足するような事業
の企画を期待します。
　視察の時に　コンサ－トには　建物の構造上　向かないと
のお話がありました、
ただ、建物の何かを変えれば　コンサ－トにも向くような意
見もありました。
　この問題は　修繕費等の問題はありますが　将来を見据え
て検討課題として採り入れるべきではないでしょうか

宮本委員

B B

中村委員 丸山委員 宮本委員

　プロパー、アルバイトを問わず、全職員の心身ともに健全
な活動が保証される職場環境整備を期待ます。

　異業種にまたがる関内ホール指定管理者の方々のご努力に
敬意を表します。過日の館内視察では、経年劣化した個所が
多々目につく建物ながら、隅々まで清掃が行き届いているこ
とに、文化事業の展開拠点としての品格を感じとることがで
きました。関内ホール近隣には芸術を必要としつつも経済
的、社会的な弱者であるために恩恵を享受できずにおられる
方々も多いと思います。なお一層のご配慮を期待致します。

基
本
方
針

　モニタリングの活動は、何が運営の改善に繋がるかが肝要
で、単なる記録的なルーティン業務にならない事を望みま
す。
　行政サイドと現場の対等かつ真剣な対話が肝要。両者のイ
ノベーション精神が発揮される環境を期待します。
　利用者や鑑賞者からの単なるアンケートではなく、「市民
モニター制度」のような仕組みをつくるのは困難なことです
か。

B

B

　ヒヤリングから、良好な現場運営がなされている印象をも
ちました。
　行政には、それを踏まえた施設の改修を期待します。
　改修に当たっては宿年の課題である音響の改善はもとよ
り、トイレなどファシリティーに関する現場の詳細な調査を
基に、市民の施設活用に関して、最善の配慮がなされるよう
希望します。
　ピアノはホールの価値を決める重要な楽器です。ピアノの
経年劣化は一般的に10年といわれますが、買い替え、修理な
ど、行政の積極的な予算措置を期待します。

B

　ヒヤリングから、今期の提案書の内容が良好かつ適正に実
施されている印象をもちました。
　指定管理者制度そのものの評価が課題となる中、プラス評
価のモデルとして一層の精進を期待します。
　同時に行政サイドとしても、現場の実態を適正かつ正確に
把握しつつ、「文化施設の指定管理者制度の効果」というよ
うな視点から対外的に発信できるような「恊働体制」モデル
となる事を期待します。
　また、石田委員からの発案にもあるよう、「馬車道」とい
うようなキーワードを中核にして、ホール活動の統一イメー
ジを「ブランド化」する事は極めて重要な戦略であり、それ
を目途とした既存事業の再構築を期待します。
　何よりも、市民へのよりよい文化サーヴィスが肝要。その
視点から、行政と管理者が同じ視点から共に評価されている
という感性が保たれる事を期待します。

B
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＜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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