
長浜ホール　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
（左記の理由）

行政評価
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）

1.市民が気軽に文化芸術に触れ、意欲的
に表現活動を行うことのできる場の創出
に向けての取組
2.野口英世博士の業績の発信に対する取
組

◆文化活動への参加機会の提
供
◆市民や地域住民に愛される
施設に向けての取組
◆地域及び関係団体との連携
強化
◆（事業実施）地域に根ざし
た鑑賞機会の提供、野口博士
の業績の伝承、地域コミュニ
ティの形成
◆（施設運営・管理）来館者
本位の適切かつ安全な施設運
営
◆（収支予算）利用者満足度
の向上と業務の効率化に向け
ての努力

区民を中心とした市民の心の拠り所となる安全で安心な
運営に尽力し、様々なサービスを実施していきます。
①区民の関心の高い事業を地域に根ざしたアーティスト
を中心に展開することで、より多くの区民に施設を認知
されることを目指しホールのファン層拡大に努めます。
②利用者の要望とホールの特性双方を活かし、お客様の
満足度と利用度のアップにつなげる運営を目指します。
③施設の永年活用を前提に、安全確実な管理を実施して
機能維持を図ります。また、利用者本位を意識したコス
ト管理を実践します。

Ｂ

平成24年度は第5回アフリカ開発会議
（第２回野口英世アフリカ賞）の前年と
いううこともあり毎年実施の「野口英世
フェア」を例年を上回るスケールで開催
したところ多くの市民の来場があり長浜
ホールや細菌検査室の認知拡大が出来た
と思います。また収入も前年に比べ20万
円増となり、中でも自主事業収益は前年
比117％と増加しました。全体的な運営
面におきましても計画書に基づきほぼ実
施されました。

Ｂ

第５回アフリカ開発会議に際し、野口英世
ゆかりの施設として創意工夫をこらした関
連イベントを開催し、積極的な広報活動を
行い、市民に対し、会議と施設の両方の理
解を高めたことは高く評価できます。
また、計画通りの事業推進、施設管理が徹
底されており、利用者サービスが安定し収
支状況が良好なことも評価できます。
今後の課題として施設の利用促進策の検討
を期待します。

Ｂ

施設の基本方針・提案事項等、業務目標の達
成に向けて、安定感ある運営体制を整えら
れ、適切に指定管理業務に取組まれてきてい
ると考えます。
各項目とも概ね目標基準を達成していると評
価します。
野口英世博士にゆかりがある施設として博士
の業績を発信するとともに、地域に密着した
文化施設として着実に事業を展開し、市民に
も受け入れられてきています。
特に、第５回アフリカ開発会議に関連した事
業「野口英世フェア」を実施し、長浜ホール
の認知を広め、多くの来場者を広域から集め
た点は高く評価できます。
一方で、難しい立地ではあるものの、施設の
利用促進策については、スピード感をもって
工夫と努力が必要です。また、施設に寄せら
れる多様な利用者の声・要望の把握・分析を
積極的に行い、市民の期待や今度の課題を行
政と共有しつつ、公開していくことが望まれ
ます。
野口英世関連施設を中心にこの可能性が広
がってきていると考えられますから、現状を
しっかりと把握・分析をして、この施設のあ
り方について市と協議を進めていくことを期
待します。施設の可能性を広げられるように
期待します。

※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
（左記の補足）

行政評価
備　考

（左記の補足）
外部評価

コメント
（左記の理由）

◆市民が気軽に参加できる鑑
賞機会の提供

「みず色の風コンサート」の事業実施
□４企画実施/年間
□参加者：毎回80名以上
■来場者アンケートで「とても楽しめた」との回答割合
が70％を目指します。

◆地域の文化活動団体やアー
ティストとの協働事業の実施

①「シャンソンコンサート」の事業実施」
□年1回実施
□参加者：70名以上
■来場者アンケートで「とても楽しめた」との回答割合
が70％を目指します。
②「シャンソンオンステージ」と題しワークショップを
開催
□年２回講座（各7日間）実施
□参加者：毎回２０名以上
■参加者アンケート・満足度・毎回70％以上を目指しま
す。
③「金沢・区民のためのコンサート実行委員会」を共催
に迎え「長浜ホール音楽祭」を開催します。
□年２回実施
□参加者：毎回80名以上
■来場者アンケート：満足度・毎回80％以上を目指しま
す。

野口英世博士の業績紹介

◆「野口フェア」の開催
野口博士関連資料の充実

「野口英世フェア」の開催
□年1回実施
■満足度：70％以上
【野口英世フェア実行委員会】の設立・運営
■第5回アフリカ開発会議にむけ機運を盛り上げ、長浜
ホールの認知度拡大を図る

Ａ

第５回アフリカ開発会議パートナー事業
として、各種講座、アフリカ民族音楽と
ダンスのステージ、また野口英世記念館
の所蔵品の展示など、例年より拡大して
開催。横浜検疫所のとの協働もあり多く
の区民、市民の方々が来場し長浜ホール
及び細菌検査室の認知拡大になりまし
た。

Ａ

第５回アフリカ開発会議に際し、野口英世
ゆかりの施設として、横浜検疫所等の関連
機関と協働し創意工夫をこらした関連イベ
ントを開催し、積極的な広報活動を行い、
２日間で約1000人の来場者をもたらし、満
足度については初日は90％、２日目は82％
を達成しました。市民に対し、会議と施設
の両方の理解を高めたことは高く評価でき
ます。

地域における文化活動の支援

◆利用団体による交流会の開
催　◆「街の先生」制度を活
用したワークショップの開催
◆利用者の利便性向上に向け
た取組

①「感謝祭in長浜ホール」の事業実施
□年1回実施
■来場者アンケート：満足度70％以上
■利用団体・利用者同士の交流を深め、利用率の向上及
び施設のアピールにつなげます。
②「生涯学習フェスティバル」の事業実施
□年1回実施
■来場者アンケート：満足度70％以上

Ｂ
金沢区地域振興課との共催事業「生涯学
習フェスティバル」において来場者の来
場者の満足度84％、出展者の満足度96％
を達成。

Ｂ

長浜ホール、旧細菌検査室及び文化芸術
に関する情報の提供と関連事業への協力

◆パンフレット及びホーム
ページによる情報発信
◆長浜ホール及び他施設の文
化事業に関する情報の収集と
提供　◆旧細菌検査室への興
味喚起に向けての取組

情報の継続的な発信
■長浜ホールのパンフレットと旧細菌検査室のリーフ
レットの新規製作
■長浜ホールと旧細菌検査室の施設の紹介と利用の案内
の継続
■長浜ホール「利用の手引き」の設置の継続
■twitterなどwebサイトにおける「イベント情報」「直
近の空き情報」の最新情報への更新と発信の継続
■野口英世に関する情報の発信
■長浜ホールのwebサイトに「野口英世と横浜」のコー
ナーを設立する
■第1回野口英世アフリカ賞の模様を紹介

Ｂ Ｂ

施設の有効活用に向けての新規プログラ
ム導入を検討します。 ●音響設備を活用した稼働率向上施策として「名盤ア

ワー」を企画します。
■24年度以降の実施に向けて検討・準備します

（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
（左記の補足）

行政評価
備　考

（左記の補足）
外部評価

コメント
（左記の理由）

文化活動等への施設の提供 ◆開館時間9時～22時の実施
◆休館日等について掲示や
ホームページ等による周知の
実施
◆利用者ニーズに応じた柔軟
な貸出業務の遂行

□開館日数：346日/年間、開館時間：9時～22時
□適切な利用料金の設定
□無事故・ノークレーム

Ｂ Ｂ

旧細菌検査室の管理・公開
◆関係団体との連携の実施
◆見学者へのサービスの向上
◆展示品の適切な管理と公開
の実施

■展示物の破壊や見学者の危険の防止
■団体見学者への積極的な案内の対応
□無事故・ノークレーム

Ｂ 腐食した検査室入り口ドアの交換工事を
実施しました。 Ｂ

駐車場の運営

◆安全確保と柔軟な運営管理

駐車場の運営
■駐車場スペースの安全に対する注意と、利用者に対す
る論既往変な対応
□無事故・ノークレーム

Ｂ Ｂ

利用促進及びサービスの向上

◆利用者ニーズに応じた優遇
制度の導入
◆金融機関からの振込による
利用料金収納の検討と運用

ホール利用の直前割引や、スタンプカードによるポイン
ト還元サービスの検討 Ｃ 費用対効果を鑑み実施を見送りました。 Ｃ

利用者ニーズに応じた優遇制度の検討につ
いては、平成23年度に利用者へのヒアリン
グに基づきスタンプカード等の導入を見
送った経緯があります。
優遇制度ではない方法による、利用促進策
の検討を引き続き期待します。

組織的な施設運営

◆適切な人材の配置。
◆地域住民、地域の各種団
体、関係機関等との連携体制
を確立

人材の配置
□館長1人　施設運営職員2人　、舞台技術職員1人　受付
スタッフ4人
■週休2日のシフトによる2名体制の実施
■主催事業や貸館内容に応じた柔軟な勤務体制の実施

Ｂ Ｂ

施設見学等への対応

◆来訪者へサービスを提供
見学者に対して丁寧かつ、積極的な案内を行います。
□無事故・ノークレーム
■見学者に対する丁寧で積極的な案内の実施

Ｂ Ｂ

その他
◆貸出施設利用率及び利用料
金収入の向上
◆利用者懇談会の開催
◆増収に向けての試み
◆運営経費の抑制と効率的運
営の努力

効果的な利用料金収入向上への取組み
□利用団体の代表者で構成する「利用者懇談会」の実施
（年1回）
■自主事業等による増収に向けての施策
■自主事業等の集客拡大に向けての効果的な工夫

Ｂ Ｂ

各委員の運営目標についてのコメントは別紙参照

各委員の事業目標についてのコメントは別紙参照

鑑賞事業の企画・実施 Ｂ Ｂ
地域にゆかりのある演奏家と連携し、地域
に密着し、市民が気軽に参加できる事業の
展開が安定的に行われています。

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。 



長浜ホール　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

（左記の補足）
行政評価

備　考
（左記の補足）

外部評価
コメント

（左記の理由）
保守管理業務

◆施設・設備の適切な維持管
理◆計画的な修繕の実施

施設・設備の予防保全
■建築物・設備のリスクマネジメント評価を実施し修繕
計画の適正化を図る
■長寿命化のための初期段階での積極的な修繕の実施

Ｂ Ｂ
施設の職員によって適切な対応がされてお
り、安定的な管理の実現がなされていま
す。

環境維持管理業務

◆良好な環境の維持

快適で安心できる環境の維持
■日常及び定期清掃の実施
■美観の維持への取組み
□無事故・ノークレーム

Ｂ Ｂ

保安警備業務

◆施設・設備の適切な維持管理

利用者の安全・安心の確保
■職員による定期巡回の実施と機械警備の活用、現状把
握と危険個所の抽出の実施
■危険個所に対する事故防止策の実施と関係各所への改
善等の要請の実施

Ｂ Ｂ

公園管理業務

◆魅力的な景観の維持
◆樹木・公園設備等の点検管
理及び公園管理者との連携

良好な環境の維持
■公園管理項を遵守し、関係機関との連携による景観づ
くり、花壇つくりへの取組み
■南部公園事務所との綿密な連絡の取り合いの実施

Ｂ Ｂ

防災等

◆防災管理

■消防計画書の作成と自衛組織による日常の防災防火の
励行、催事の際の避難導線確保と喫煙場所の指導、防
火、防災訓練の実施（年２回）
■被災時の対応のための「金沢区防災マップ」の館内掲
出
■災害時の応急処置のための飲料水、非常食の備蓄の励
行

Ｂ Ｂ

緊急時の対応

◆緊急時の対応

■緊急内容別連絡網の整備
■大規模災害発生時の行政機関との協力への取組み
■緊急連絡網の作成と市への提出
■緊急時に対応できる近隣在住職員の確保

Ｂ Ｂ

電気主任技術者の配置

◆電気主任技術者の配置

■自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安
監督業務の励行
■電気主任技術者の監督下の工事の実施
■人体に危害をおよぼしたり物件に損傷を与えることの
ない自家用電気工作物の維持

Ｂ Ｂ

光熱費の削減努力

◆光熱費の削減努力
■空調機の小まめな発停と温度管理の励行、及び省エネ
タイプ備品の採用
■省エネ化のための修繕計画の策定

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

■収益向上、適正な受益者負担の設定、及び夜間の会議
室の稼働率向上への取組み Ｂ Ｂ

２ 経費削減及び収入増加策について

コスト削減への努力
■無駄な光熱水費の削減及び利用者満足を阻害せず、
サービス低下を招かない範囲での無駄なコスト削減への
取組み
■職員自ら軽微な修繕に取組むことによる修繕費節約の
実践

Ｂ
ホワイエのソファーの老朽化にともな
い、職員の手によりカバーのリメイクを
行うなどなるだけ費用をかけない修繕を
行いました。

Ｃ

軽易な修繕案件については施設の職員に
よって対応しており、利用者サービスが常
に安定していること、経費の節減につな
がっていることは評価できます。
また、計画通りの事業推進が徹底し、事業
収入が増加、収支状況が良好なことも評価
できます。

（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
（左記の補足）

行政評価
備　考

（左記の補足）
外部評価 備考

1.日報及び月報の作成・管理 業務記録の整備
■業務記録の適正な作成・保管と重要案件の随時報告の
実施
■ＰＤＣＡサイクルの推進と報告体制づくりの取組み

Ｂ Ｂ

2.業務計画書及び業務報告書の作成・管
理

■利用者のニーズや声を反映したＰＤＣＡサイクルの推
進と重要案件を随時報告する体制づくりの取組み Ｂ Ｂ

3-1.業務評価（モニタリングの実施）
モニタリングへの対応体制の整備
■業務記録の一元管理によるモニタリングへの対応体制
の構築

Ｂ Ｂ

3-2.業務評価（自己評価の実施）
●自己評価によるＰＤＣＡ体制の着実な運用
■利用者アンケートの結果や利用者の声を、常に自己評
価に反映させながら施設運営に取り組みます。

Ｂ Ｂ

3-3.業務評価（第三者による評価の実施） 平成25年度に実施予定 Ｂ Ｂ

（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
（左記の補足）

行政評価
備　考

（左記の補足）
外部評価 備考

1.　業務の引き継ぎ等 平成27年度に実施予定

2.　原状回復義務 平成27年度に実施予定

3.　備品及び文書等の取扱い 平成27年度に実施予定

（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
（左記の補足）

行政評価
備　考

（左記の補足）
外部評価 備考

1.　保険及び損害賠償の取扱い
●施設賠償責任保険へ加入します。
□保険の適用事由となる事故が発生しないよう努めま
す。

Ｂ Ｂ

2.　法令の尊守と個人情報保護

●個人情報保護に取組みます。
■個人情報の記載された書類の漏洩を阻止します。また
個人情報の不当な目的での使用のないよう自主点検を実
施します。
■情報漏洩を防ぐため、関係書類や記録媒体を書庫に保
管、施錠し、保管状況を定期的にチェックします。

Ｂ Ｂ

3.　情報公開への積極的取組

●ウェブサイトで情報を公開します。
■利用者からの意見・要望に答えた結果を公開します。
■利用者ニーズをアンケート等から割り出し、改善に取
り組んだ結果を公開します。

Ｂ Ｂ

4.　市及び関係機関等との連絡調整

●協力・協調関係の構築
■横浜市をはじめとした関係機関と連絡調整を図り、地
域との連携体制を確立します。
■関係機関の連絡網を整備し、必要に応じた決定事項を
伝達する仕組みを構築します。

Ｂ
横浜検疫所の協力を得て、野口英世フェ
アの開催日に検疫所一般公開日を合わせ
ていただきました。

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）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

●名札の着用
■常時名札を着用します。
●近隣対策
■利用者が施設周辺に音や行為などで迷惑をおよぼさな
いよう近隣対策を行います。
●法律の制定、改正への対応
■新たな法令の制定及び改正があった場合、適切に対応
します。

Ｂ Ｂ

Ｂ

各委員の維持管理目標についてのコメントは別
紙参照

各委員の留意事項についてのコメントは別紙参
照

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ＰＤＣＡサイクルについてのコメントは別

B



横浜市長浜ホール
第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）　【別紙】

芦澤委員 岸田委員 鈴木委員 永山委員

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

本施設の使命として掲げられている、a.
野口英世博士ゆかりの施設として野口博
士の業績を発信すること、b.地域密着型
の施設として市民が気軽に文化芸術に触
れ意欲的に表現活動に取り組むことがで
きる場であること、の両面において、積
極的な活動が行われてきました。

特に、第5回アフリカ開発会議の前年準
備として「野口英世フェア」を行い、そ
の入場者数は約1,000人となりました。
市民に対して長浜ホールの認知を高めた
ことを評価できます。

Ｂ

横浜市のみならず日本としても歴史的価
値のある施設を、その価値を充分理解し
て立てている企画やホール運営は評価で
きる。

また、立地状況に即した事業計画やサー
ビスは無理がなく、成果が収支の安定と
して表れておりこれも評価できる。

Ｂ

環境のよい、良好なホールと会議室を併
せ持った施設で、また付帯設備としての
旧細菌検査室の特異性を有効活用されて
いたとおもいました。

Ｂ

指定管理業務は適切に遂行され、平成24年度事業計画の目標水
準は概ね達成したといえる。事業面では、新たに実施した区民
活動センターと協働による「生涯学習フェア」は地域連携をよ
り一層深めた。

また、第5回アフリカ開発会議に関連して拡充実施した「野口
英世フェア」は広報効果、集客効果等十分な成果を挙げたとい
える。今後この成果をどのように継続・発展させるかが課題と
なる。

運営面では旧細菌検査室の案内・解説に力をいれている点は評
価される。さらに、維持管理面では職員が施設に愛着を持って
業務に当っており、経費削減という視点からだけではなく望ま
しい姿勢が垣間見られた。

一方、より広い市民に利用してもらうための利用促進策につい
ては工夫と努力が必要である。難しい立地にあることは理解し
ても、利用の低い施設についての対策が鋭意行われることが必
須である。利用者の声・要望等の把握・分析により貪欲に取組
み、この施設の可能性を広げてもらいたい。そのことによって
ＰＤＣＡサイクルもより一層有効に機能すると思われる。

全体としては、着実で安定感ある業務が行われている。

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

①最寄2駅からいずれも徒歩15分という立地
にもかかわらず、継続的なイベントを行い地
域密着型施設としての地位を築いており、そ
の地道な活動が評価できます。

②今後はシニア層だけではなく、広い世代の
利用・入場を促進するような活動を期待しま
す。

Ｂ

地元の演奏家と連携し、建物の雰囲気を活
かした催しを展開しており、横浜の中心部か
ら離れ立地が良くない中で集客率は高く、評
価できる。

野口英世をテーマとした事業についても、企
画、実績ともに優れ、評価できる。

Ｂ

以前より行われていたコンサートが、地域に
根付いてきたように思われました。また、シャ
ンソンという限定的なジャンルのコンサート
も、事前に講座を実施するなどの工夫があ
り、よかったと思います。

野口英世にちなむ旧細菌検査室も、横浜市
で行われた大きなイベントにリンクして活用さ
れ、その存在意義が少しずつ広がってくるの
が期待されます。

B

地域にゆかりのあるアーティストと連携し、定番ともいえる長年継続し
ている鑑賞事業やワークショップを着実に実施している。それらに加
え、金沢区区民活動センターと連携した「生涯学習フェスティバル」の
同時開催など、地域における文化活動の支援に積極的に取り組んで
いる。

また、第５回アフリカ開発会議に際し、横浜市からの追加事業費を得
て「野口英世フェア」拡充版を関連機関等との連携により開催し、大き
な成果を得た。２日で１０００人近い来場者を得た経験は貴重な蓄積
となるであろう。

広報活動にも積極的に取組み、webサイトなどの活用も意欲的であ
る。

計画された事業を確実に実施し、その成果を上げている。来年度以
降は「野口英世フェア」に対する追加事業費は無くなるが、指定管理
者の創意工夫により、一層発展した取組みが期待される。

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

自主事業において、コンサート等を開催する
際には、出演する演奏家やコーディネーター
にメリットがあることに留意し、バランスよく幅
広く企画することを提案したい。

アフリカ開発会議関係事業費が指定管理料
に追加され、支出分も同様になっています。
平成24年度だけの事業費であることから、指
定管理料とは分けて記述し、個別に内容を
検証された方がよいと思います。収支を経年
的に見る際に、わかりやすいと思います。

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

定量的な目標をベースに置き、定性的な目
標を事業の性質に応じて付け加え、ＰＤＣＡ
サイクルを回していくという考え方を中心に
据えて管理していくと、より施設の現状が判り
やすく、課題の明確化につながっていきま
す。今後の運営にその点を活かしていくこと
を期待します。

Ｂ Ｂ Ｂ

PDCAサイクルにおいてはＰが的確に把握されないと、その後の評価
や改善がが適切に行えない。それぞれの活動の目標、目的を明確に
して、その達成を挙証していく仕事のプロセスを確立し、それを報告
に掲載して欲しい。

例えば今年度の「野口英世フェア」は広域発信と集客を狙いとし、従
来にない来客層を開発したと想定されるが、それを確認して評価をし
なければ次に向けた改善策はでないであろう。ＰＤＣＡのあり方をもう
一歩進めて欲しい。

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 Ｂ Ｂ Ｂ

基本的な取り組みは着実に実行されていると判断される。ただし、利
用者や市民の声をより的確に把握することに努力をされたい。

クレームゼロは望ましいことであるが、公共施設には様々な要望や意
見、提案が多様な市民から寄せられるのも現実である。クレームゼロ
よりもどんなクレームでも適切に対応していけることが運営の力量では
なかろうか。利用者からの声を些細なことでも拾い上げていくことから
新たなニーズや市民の動きを察知することもできる。この点は保身的
にならず、貪欲に市民に向かっていって欲しい。その結果は行政と共
有し、協働して解決にあたることが望まれる。
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立地が良くない中で、旧細菌検査室の展示
とホール等の運営という２つの異なる性質の
業務を適切に行っていることが確認された。

ホール利用の直前割引や、スタンプカードに
よるポイント還元サービスの検討は実施を見
送った経緯があり、この点については改善が
必要です。

ＢＢ

全体として収支バランスが取れているが、一層の利用促進活動に取り
組み、利用率の向上による利用料金収入の向上を図ることが望まれ
る。

また、今後光熱水費がさらに増加することが予想され、その対策にも
十分配慮されたい。

構造上ホールの舞台背景が公園の借景と
なっており、借景部分に花を植えるなど手入
れを加えれば、長浜ホールならではの素晴ら
しい特徴となる。
ただ、その部分の管理は公園事務所の分担
とのことで、草刈等の日常的な手入れのみと
なり、見栄えがしないことは大変残念である。

その他については、良く管理されていること
が確認された。

Ｂ

（

７
）

留
意
事
項

Ｂ

年間総利用率が59％とほぼ前年並みとのこ
とです。施設の性質上、100％の利用率は難
しいとはいえ、利用率向上の取り組みを期待
します。

Ｂ

全体での収支は予算比プラスですが、利用
料金収入が予算を下回っています。施設内
の設備（部屋）毎の稼働状況の把握をした上
で、来年度に向けた対策を取る必要がありま
す。
また、事業ごとにも収支を検証し、次年度以
降の事業計画や予算策定に活かしていくこ
とを提案します。

Ｂ

Ｂ

歴史的な建物であり、維持管理が難しい点も
あるところ、雰囲気良く綺麗に保とうと維持管
理に取り組んでいることが確認されました。

Ｂ

条例等に基づく確実な施設運営が安定的に行われているといえる。
日々の人員の配置も必要に応じて柔軟に、適切に行われている。

また、旧細菌検査室の見学等に対しても積極的かつ柔軟に対応し、
案内・解説に取組んでいる。

計画していた利用促進に向けた取組みを見送った経緯があるが、利
用促進は多様な取組みを複合的にかつ間断なく展開していくべきも
のであり、一つの取組みが無理としても、利用者ニーズを的確に把握
分析し、迅速に代替案を計画、実行していくことが大切である。この点
はＣ評価となる前にスピード感ある対策と実行が望まれる。利用促進
の取り組みは公共施設として重要な課題であることを認識して取り組
んで欲しい。

Ｂ

小規模な施設であるが、ホール、集会施設、展示施設などがある意
匠の凝った歴史的建造物であり、自然の豊かさが残る公園内の施設
でもある。その維持管理は細やかな配慮が必要であるが、指定管理
者は施設に愛着ともいえる親しみをもって維持管理をしている。職員
による老朽化した手製のソファーカバーの作成などにもそれは現れて
いる。

公園に一体的な立地は建築にとって良い環境とは言い難く、今後とも
予防保全に十分留意して維持管理されたい。

（

１
）

事
業
目
標

Ｂ

ホールの利用はかなり見込まれますが、会議
室などの活用について苦慮されているようで
す。おもいきった利用料金の低減(スタンプ
カード等の利用、夜間利用料金の低減や時
間枠の変動）など今後の工夫を期待します。

細菌検査室への見学応対に、柔軟性を感じ
ました。

Ｂ Ｂ

公園事務所と連携をとりながら、建物周辺部
分の管理も含めて、丁寧に維持管理されて
いることが分かりました。
スタッフの施設への愛着を感じました。

＜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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