
横浜市久良岐能舞台
　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

１　横浜市における能、狂言そ
の他の古典芸能の振興に向けて
の取組

２　能楽等を通じた市民文化の
振興及び活力あるまちづくりに
寄与する取組

◆能楽等の愛好者の育成を目指した
独創的な事業運営と利用者支援
◆伝統的空間と庭園環境に相応しい
ホスピタリティの提供
◆良好な環境の維持
◆（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）顧客満足度の
高い施設運営
◆（収支予算）安定的な収支構造の
確立

B

地域における能楽を中心とした伝統
芸能普及啓発活動の拠点としての役
割を果たしました。
①事業の総括
能楽愛好者の育成を目指した能楽
講座は、２年間コースの謡・仕舞講
座、２度目となる1年コースの囃子講
座を完了し、多くの修了者を出しまし
た。
地域市民との協働事業「久良岐まつ
り」では目標を大きく達成、教育支援
事業「小学校向け狂言鑑賞教室」や
市から受託の学校アウトリーチ活動
等で伝統芸能の普及振興を果たしま
した。
②運営の総括
施設利用率 80.2％（対前年比
+2.9％）を達成。
③管理の総括
強風雨や積雪等による樹木等の被
害が重なり、所管事務所と連携して
対処しました。
④運営経費の総括
開館２５周年記念能など経費の掛か
る事業を実施しつつ、施設利用料金
の増収及び事業収入、運営経費全
体での抑制を併せて小幅な赤字と
し、次年度につなげました。

B

24年度は、開館25周年を記念する
のに相応しいバラエティに富み質
の高い事業を展開し、横浜市にお
いて能を中心に伝統芸能を振興す
る大きな役割を果たしました。
事業面においては、子ども向けの
事業を積極的に展開し、目標を大
きく上回る成果をもたらしたこと
は高く評価できます。
運営の面については、適切な貸館
運営がなされ、利用率も向上して
いることから今後も安定したサー
ビス提供を期待します。
管理の面については、突発的な案
件にたいしても、公園所管事務所
等との連携のもと適切な対処がな
され、利用者サービスに影響がで
なかったことは高く評価できま
す。
運営経費についてはマイナス収支
になったことが課題で、次年度以
降の方針に見直しが必要です。

B

概ね各項目ごとに、基準を達成し
ています。
郊外部に位置し観客を呼ぶのには
難しい立地にありながら、地域と
密着した事業やアウトリーチ活動
を積極的に行い、能楽の振興及び
地域における古典芸能の普及振興
に取り組んでいる点は、特に評価
できます。
公演収入が伸び悩んだことによ
り、収支がマイナスになっている
点は課題ですが、公的施設の役割
として低廉な観覧料で公演を企画
することから、なかなか増益が難
しいことは理解します。今後は収
入の見込みに応じた計画策定の確
立を期待します。

※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 行政評価 備考 外部評価 備考

２　久良岐能舞台及び能楽等に関
する情報の提供

◆インターネットを活用した情報発信

◆各種メディアの積極的活用

◆他施設の文化事業に関する情報の収
集と提供

□ホームページアクセス数　１０万件/年　（Y150関連リソース
の影響減少により、目標値を施設独自の設定とします。）
　
■メディアへの情報提供による催事案内の掲載推進
■市内外公共文化施設等での情報提供実施

■情報コーナー：他施設の情報提供実施

B B

22年度から飛躍的に増加したホーム
ページのアクセス数が、その後も大き
く減ることなく、継続維持していること
は、評価できます。

３　能楽等の公演、練習その他の活
動の支援

◆利用者の活動情報の発信

◆利用者の活動と利用団体の活性化に
向けての取組

■施設利用者団体の活動情報「謡・仕舞・他教室のご案内」
としてホームページに掲載
■ホームページ掲載の「謡・仕舞・他教室のご案内」毎月更
新

□能楽普及事業　５事業以上実施/年
■活動発表の場の提供実施

B B

４　能楽等に関する地域との連携事
業

◆「久良岐まつり」の開催

◆学校等を対象とした教育支援事業の
実施

●「第６回久良岐まつり」
　①□来場者数　1,000人以上
　②□能舞台催事の参加者数　２００人以上
　③■顧客満足度　９０％以上

 
　
●「小学校向け狂言鑑賞教室」
　①□３日間　１時間の鑑賞教室を９回実施
　②□参加校１２校　1,000名以上

B A

年度計画にあった「久良岐まつり」
「小学校向け狂言鑑賞教室」は目標
水準を大きく上回り、かつ新規の子
どもを対象とした事業を２事業展開
し、地域との連携、教育普及に大きく
貢献したと評価できます。

（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 行政評価 備考 外部評価 備考

１　能楽等の公演、練習その他の活
動への施設の提供

①施設の適切な貸出し

②休館日の掲示及び周知

③庭園内門扉の適切な開閉管理

■適切な開館時間運営
□開館時間9時～22時（利用予約状況により17時まで）

□年間休館日を公開

■庭園内門扉の適切な開閉管理

B B

２　利用促進及び利用者サービスの
向上

①古典芸能の振興に寄与する物品の販
売

②ホームページ及びスタッフブログの掲
載情報の充実

■能楽関連小物等の販売の継続

①■施設利用状況に応じたホームページ更新作業
②□スタッフブログアクセス数　１万件/年

B B

３　組織的な施設運営

◆適切な人材の配置
館長１人、主任１人、職員４人、企画管理
職員１人

◆アドバイザー及び市民ボランティアの
活用

■業務の遂行に必要な人員の適切な配置

◆専門アドバイサーの活用
　 市民ボランティアの活用

Ｃ

前年度末に退職した職員の補充が
追いつかず、一時期要員不足となっ
たため、本社から臨時の要員支援や
久良岐OBの協力を受けつつ業務を
遂行しました。
25年２月には職員を採用し、本来の
運営体制になりました。

C
一部の期間、人員不足の状態が発
生し、報告書類作成等の事務に若
干影響がありました。

４　施設見学等への対応
◆施設見学希望者への積極的な対応の
実施

□来館者数　17,000人/年 B B

B
各委員の事業目標についてのコメン
トは別紙参照

B
各委員の運営目標についてのコメン
トは別紙参照

参加者数が目標に達していない講
座も一講座ありますが、目標を大きく
上回っている講座もみられ、満足度
は全体的に目標を上回っています。
目標水準を達成していると評価でき
ます。

B
１　能楽等に関する興味や関心を広
げ、理解を深めるための事業

◆久良岐能舞台所蔵の能装束等の展
示・公開

◆様々な伝統芸能に触れ、魅力や楽し
みを知る事業

◆謡曲・仕舞・囃子講座の実施

B

●「所蔵能装束公開展示と能面作品展」
　①□講演参加者　７０名
　②□参加者アンケート回収率　５０％以上
　③■参加者満足度　９０％以上

●「日本舞踊公演　吉野山」
　①□事業参加者数　８０名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上
●「乙女文楽と女流義太夫」
　①□事業参加者数　８０名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上
●「地歌繚乱」
　①□事業参加者数　８０名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上
●「あなたが能舞台に立つ日　No.18  能楽ワークショップ」
　①□事業参加者数　５０名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上
●「あなたが能舞台に立つ日　No.19  能と狂言を知る会」
　①□事業参加者数　１００名以上
　②■顧客満足度　　９０%以上
●「第５回久良岐狂言会」
　①□事業参加者数　９０名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上

●能のある暮らし　「久良岐能楽講座」
～能楽入門講座　囃子のお稽古　講座説明会～
　①□事業参加者数　３０名以上
　②■顧客満足度　　８０％以上
～謡・仕舞のお稽古　中級講座～
　①□事業参加者数　各講座５名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上
～囃子のお稽古　入門講座～
　①□事業参加者数　20名以上～
　②■顧客満足度　　９０％以上
～能楽よもやま話～
　①□事業参加者数　各回20名以上
　②■顧客満足度　　９０％以上

＜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。 



横浜市久良岐能舞台
　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
◆施設・設備の適切な維持管理
◆能舞台の適切な維持管理
◆能装束等所蔵品の管理

■目視による日常点検を実施
■定期点検実施
■施設の老朽化や設備の維持更新、改修協議
■能舞台の日常点検を実施
□年に１度、装束の虫干し実施

２　環境維持管理業務
◆毎日の清掃
◆能舞台の清掃

■庭園清掃を毎日実施
■能舞台の清掃を適切に実施

３　保安警備業務 ◆敷地内の巡回点検 ■職員及び機械警備による保安警備業務の実施

４　庭園管理業務
◆魅力的な美観の維持
◆樹木・公園設備等の点検管理及び公
園管理者との連携

□庭園内清掃　毎日実施
□庭園内目視点検　毎日実施
■庭園内定期点検実施

５　防災等 ◆危機管理マニュアル等非常時対応の運□職員全員による防災訓練　年２回実施

6．　緊急時の対応
◆防災訓練等で職員の意識、対応の徹
底を図り、危機の未然防止に努める

■危機の発生以前に対処する予防措置の実施
■開館時間中の敷地内の状況に注意を払う

7．光熱水費の削減努力 ◆光熱水費の節減
①■光熱水費の毎月把握、異常時は関係機関に連絡
②□光熱水費　１１０万円以内/年

（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

◆貸出施設利用率及び利用料金収入
の向上

■利用料金収入　対前年度比　増収５％

　■適切なコスト削減を進める。
　■自主事業参加者の増加による事業収入の増加
　■施設利用料収入の増加につながる利用者拡大
　■販売物品収入の増加。
　■外部資金を２件以上獲得

Ｃ

対前年利用料金増収　＋6.3％
対前年施設稼動率　　　+2.9％

徹底的な経費削減と効率的な運営
に努力しましたが、収支がマイナスと
なりました。

理由
①事業仕分の結果、自治総合セン
ター、地域創造等による助成金に申
請できなくなり２５周年記念能に助成
が得られず、一方で中止もできな
かったこと。
②久良岐能楽講座受講生の人数が
想定よりも減少した結果、講座の収
支が悪かったこと。
③見所空調機不具合により、長時間
の事前運転や補助熱源使用などで
電気料金が嵩んだこと。

今後の対策
①引き続き外部ファンドの導入に努
めます。
②能楽公演等、助成金が必要な事
業は見込が得られてから計画しま
す。
③能楽講座は必須の事業のため、
受講生確保に傾注します。

C

マイナスの収支になった要因の分
析を行い、具体的な対策を行うとと
もに、収支予算の立て方の見直し
を行ってください。

2.  経費削減及び収入増加策につ
いて

◆増収に向けての取組
◆運営経費の抑制と効率的運営の努力

□運営経費削減課題について毎月１回検討

B B

運営経費の削減に努力がみられる
ものの、その他の自主財源の確保
のための協賛金の獲得等具体的な
対策を行ってください。

（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 ◆日報、月報による業務記録の整備 ■業務記録の適切な管理

2．　業務計画書及び業務報告書の
作成・管理

◆適切な業務計画、報告の実施 ■業務計画書、業務報告書の作成・提出の実施

3-1．　業務評価（モニタリングの実
施）

◆モニタリング対応体制の整備
■各種業務記録、アンケート等によるモニタリングを適切で
確実に実施

3-2．　業務評価（自己評価の実施）
◆自己評価システムによる自己評価の
実施

①■アンケート回収後、翌日集計、職員等関係者への回
覧
②■事業終了後２週間以内の事業報告書作成、職員回覧
③■直ちに実施できる改善点はすぐに実施

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
コメント

（左記の理由）

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
■施設賠償責任保険の加入
■損害発生時には適切に対応

2.　法令の尊守と個人情報保護
□年１回の社内個人情報研修に基づき、確実な個人情報
保護を実践

3.　情報公開への積極的取組
①■施設運営情報の公開
②■指定管理者情報の開示

4.　市及び関係機関等との連絡調
整

□毎月１回　運営会議及びモニタリング実施

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

■必要に応じた許認可、届出の実施
■目的外使用の申請及び実施
■名札の着用を常時実施
■人権を尊重した施設運営
■施設近隣の清掃実施、必要に応じた近隣案内の実施
■書類の適切な管理
■行政機関が策定する基準等の遵守を適切に行う
■法令や条例への適切な対応

B

B 各委員のＰＤＣＡサイクルについて
のコメントは別紙参照

B

B

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B

C
各委員の収支についてのコメントは
別紙参照

B



横浜市久良岐能舞台
第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）　【別紙】

足立委員 猪又委員 土屋委員 三輪委員

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

　能の愛好者の高齢化や鑑賞者を含めた
裾野の拡大など、施設を運営するにあ
たっての課題認識が明確であり、課題対
応のための事業が計画され、実施されて
いました。
　利用状況の分析も適切になされていま
したが、結果として、マイナス収支に
なっている点が懸念されます。助成金の
獲得と一部の講座において利用者の見込
みが達成しなかったことが原因であり、
各事業においては一定の固定的な費用が
かかることから、収入の見込みに応じた
計画策定が必要です。

Ｂ

　観客を呼ぶのには難しい立地にあ
りながら、地域と密着した能楽講座
やアウトリーチ活動を行い能楽の振
興を行い地域への古典芸能の普及振
興に寄与している。運営経費につい
ては今後の課題と思いますが、総じ
て古典芸能の普及振興の努力は評価
したい。

Ｂ

　能楽堂と庭園との複合的環境に強
い印象を得た。これほどに庭園と能
楽堂が美しく構成されている場所は
他に見ることはできない。この複合
的芸術環境を横浜市がその文化発信
に有効に使うことができれば、横浜
市のイメージにさらなる彩を加える
ことになるだろう。
　ただ横浜能楽堂と同様に、アクセ
スに工夫が必要であろう。文化コ
ミュニテイー・バスのような工夫が
なされれば、格段にこの能舞台の意
義は社会的に評価されるであろう。
　おしむらくは、入り口や能舞台の
周囲の設備等が少し美観をそこなっ
ていて、デザインに工夫があっても
いいのではと、あまりにも、この空
間が素晴らしいので、思ってしま
う。
　また昔は舞台が黒漆であったと聞
いたが、そうであれば、黒漆に塗っ
たらとも思います。人口の漆の研究
も進んでいるので、費用もかから
ず、あるいは、人口の漆を開発して
いる企業と連係して、協力をあおぐ
ことも考えられる。

Ｂ

　古典芸能を通じ地元まちづくりへ貢
献できる小さな積み重ねが評価できま
す。予算との兼ね合いもありますが、
ぜひ、持続することを検討していただ
きたいです。

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

能楽講座や小学校向け狂言鑑賞教室の開
催、小学校へのアウトリーチ活動において、
多くの参加者が得られたことは、能楽愛好者
の育成や次世代の育成の点から、効果がある
と考えられます。
また、久良岐まつりにおいて、地域住民との
協働が図られていることは評価できます。

Ｂ

装束展や日本舞踊など能楽に限らず古
典芸能の普及にとりくみ、新規事業の小
学生向けの狂言鑑賞教室など教育普及
への取り組みを評価します。また、久良
岐まつりの定着も喜ばしいことで評価し
ます。

Ｂ

装束展や日本舞踊など能楽に限らず古
典芸能の普及にとりくみ、新規事業の小
学生向けの狂言鑑賞教室など教育普及
への取り組みを評価します。また、久良
岐まつりの定着も喜ばしいことで評価しま
す。

B

アウトリーチの試みが積み重ねられ、地域
に密着した丁寧な活動ができていると評
価します。能舞台の催しに参加するだけ
でない応援の仕組みづくりや次世代を担
う子どもたちが能に親しめるような環境づ
くりへのチャレンジを期待します。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

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

助成金申請などについては必ず支給さ
れるものではないので、同様に申請も、
その場合の収支予算を考慮の上、事業
計画を組む配慮が必要と考えます。

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
取り組むべき課題の認識がされ、課題に応じ
た計画がなされ、実施できているかのチェック
体制が整っていることが確認されました。

Ｂ

自己評価がきちんと行われ、見直しもさ
れています。現状に満足せず、新たな
視点でも意見をくみ取ることができるよう
な取り組みを期待します。

Ｂ Ｂ

１（１）の項目とも関連しますが、新しい世
代の取り込みを検討するならば、来場者
アンケートなどの分析に閉じず、ニーズの
把握といった点にも工夫される必要があ
るかとは思います。

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 Ｂ Ｂ

Ｂ
ボランティアの活用が積極的されており、
地域の人材を掘り起こしうまくつなげてい
こうとしている姿勢は評価できます。

Ｂ
施設の建物のみならず、公園部分も含め
てこまめな気遣いのもと管理されているこ
とが確認されました。

（

１
）

事
業
目
標

Ｂ

Ｂ Ｂ
広い敷地内の植栽など丁寧に管理され
ていることを感じ評価致します。Ｂ

（
7
）
留
意
事
項

Ｂ

人員不足の状態があったとのことでしたが、利
用者の利用に支障が出るようなことはなかっ
たとのことヒアリングで確認されました。
また、施設見学者への対応も積極的に図られ
ていることが確認されました。

C

稼働状況についても、諸室別、時間帯別の利
用の特徴と課題が把握されていることが、ヒア
リングで確認されました。
収支については、要因分析がなされています
が、助成金獲得などは収支に大きく影響する
一方、自主的な努力が難しいため、柔軟な事
業計画の策定が求められます。
また、利用拡大に向け、能舞台以外の利用に
ついても、近隣大学への働きかけを行うなど
の工夫が見られる点は評価できます。

Ｂ

Ｃ

庭園管理において、ボランティアや公園管理
の市担当部署と連携するなど、工夫された点
がヒアリングにおいて確認されました。

基
本
方
針

（
2
）
運
営
目
標

（

3
）

維
持
管
理
目
標

（
４
）
収
支
に
つ
い
て

（

５
）

P
D
C
A
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

施設管理に対してはボランティアやアド
バイザーの活用は評価しますが、施設
の利用については、その促進の為の対
策がほしい。

CＢ
かなり難しい問題だとは思いますが、助成
金だけにたよらない事業収入や企業協賛
などの工夫の検討が必要かと思います。

＜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

＜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。 
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