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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

Ｂ

今年度は、東京メトロ副都心線と東急東横線の相互直通運転
の開始やマークイズみなとみらい開館といった追い風もあり、
プーシキン美術館展と横山大観展には多くの来館者が訪れ、
当館の存在を発信することができました。また、シンガポール
美術館との共同企画による展覧会や、コレクションを活用した
下村観山展では当館の独自性を発揮することができました。
さらに、コレクション展各期で障がい者向けの鑑賞会を行うなど
鑑賞プログラムが一層充実し、ボランティアによるトークの試行
や小児病棟及び重症心身障がい児施設へのアウトリーチの実
施など、市民と美術館の新たな関係を構築しつつあります。
また、グランドギャラリー中央部への総合インフォメーション機
能をもつ円形カウンターを設置し、それに伴う電源、電話回
線、公衆無線LANなど施設面での整備も進み、より快適に美
術館を楽しんでいただけるようになりました。
以上のように、経営、事業、運営管理がバランスよく機能した1
年となりました。

Ｂ

プーシキン美術館展の成功が際立っており、これに牽
引されコレクション展も含めた集客全般が好調な結果と
なっています。
加えて、鑑賞をサポートする取組みや教育・普及啓発活
動も多岐にわたる内容・手法により幅広い取組みが継
続的に行われています。
また、みなとみらい地区周辺企業との協力・連携したプ
ロモーション活動や、コンベンションに対しての協力等、
横浜市の文化観光政策に応じた活動が行われているこ
とを評価します。
これらの取組みを通じ、横浜発の芸術文化事業を広く
発信するとともに、きめ細かな普及啓発・プロモーション
活動等により、アートを通じた文化芸術活動の裾野の拡
大につなげており、施設の目的・役割を踏まえた運営が
行われています。
今後もこれらの取組みをより発展させながら、効果的な
施設運営を行っていただきたいと考えます。

Ｂ

平成25年度は、近隣商業施設の開館など周辺環境に変化
があった中で、横浜美術館としては、質の高い展覧会等に
より、独自性をもった芸術文化の発信を行うことでその存在
感を高め、国際都市横浜としての魅力発信に貢献している。
また、アウトリ－チや、市民ボランティアとの協働による事業
にも幅広く取り組み、来館者の接遇向上に努めるなど、地域
に開かれた美術館として評価できる。
今後のさらなる発展を考えると、将来を見越した人材育成や
都市戦略との連携強化など、取り組むべき課題も残されて
はいるが、全般的には、各面に渡り基本方針に沿った事業
を着実に実施することで、全般的に大変高い業務水準を達
成しているものといえる。
評価はＢとしたが、質の高い事業運営は非常に高く評価で
きるものである。

※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 経営 目標の実践 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）個性の
発揮と創造・
挑戦的な取組
み

●横浜美術館ならではの個性
と集客力、発信性の強化
●異なるジャンルとの連携
と、創造的で発信性のある取
組み
●組織横断的な複眼的な視点
を持った「すべての人に開か
れた美術館」を目指した事業
展開

●質の高い多様な展覧会の実施・発信と来館者の裾野の拡大する展覧会の開催:企画展4回
/年,コレクション展3期/年
　※詳細は企画展については２-(１)-1)、コレクション展については２-(２)-3)を参照
●市民協働:ボランティア育成　約60人/年,ＮＰＯ等との協働　2団体/年
　※詳細はボランティアについては２-(５)-4)、NPOについては２-(６)参照
●地域社会や市民生活に貢献する事業の実施:6事業/年　※詳細は２-(６)参照
●おもてなしの心の徹底とリピーター獲得への事業の実施:ビジターサービスチーム設
置、研究と計画実施
　※詳細は３-(１)-1)参照

Ｂ Ｂ

（２）都市戦
略との連携

●都市・文化観光政策連携
●マーケティング

●展覧会の開催にあわせた、みなとみらい21 地区に貢献できるイベント開催:2 回/ 年
●フォト・ヨコハマ、クラシック・ヨコハマなど横浜市が推進する事業との連携:随時
●横浜市のコンベンション誘致に協力したレセプション会場などとしての活用：随時
●当館の特色ある概観や敷地を有効活用したフィルム・コミッションへの積極的な協力：
随時

●展覧会の会期中に来場者アンケートを実施して有効回答各500通を収集して分析：1回/
企画展
●展覧会終了後にデブリーフィング実施：1回/企画展

Ｂ Ｂ

クラシックヨコハマ2013と連携したコンサート会場や、パ
シフィコ横浜で行われる会議のレセプション会場等とし
てグランドギャラリーなどの美術館施設を効果的に活用
し、横浜市の進める文化観光政策と連携した取組みが
行われました。

（３）専門性
を活かした
ネットワーク
の強化

●財団内専門館連携
●他組織との連携

●美術館という特別な拠点･空間を活かして、また他の専門館とも連携して、様々な芸術
のイベント･ウィークの開催：来年度実施にむけて企画立案
●「プーシキン美術館展　フランス絵画３００年」にて横浜みなとみらいホールと連携し
た関連事業検討：1回/年
●岡倉天心生誕150年・没後100年記念事業にて横浜能楽堂などと連携した関連事業検討：
1回/年
●財団中期経営計画2011-2013「子ども事業企画会議」への参加と関係者への情報共有、
特に「ヨコハマ・コドモ・アートナビ」などを通じ効率的な広報実施：3会議/年

●ボランティア育成、市民とのフラットなコミュニケーション、横浜美術館コレクショ
ン・フレンズを通じて実現する市民協働：3事業/年　※詳細は２-(５)-4)参照
●横浜市、NPO 法人などとの連携を深め、美術館におけるエデュケーション事業を発展さ
せた地域社会や市民に貢献する事業：6事業/年　※詳細は２-(６)参照

Ｂ Ｂ

音祭りのプログラムの一環として、みなとみらいホール
と連携したイベントを正面広場で行うなど、グランドギャ
ラリーを活用したコンサートが行われました。また、レク
チャーホールでのＫＡＡＴタイアップ講演等を行う等、
様々な施設、組織と連携が行われていることを評価しま
す。

（４）広報・
連携体制の充
実・強化

●館広報
●市民およびメディアとの関
係強化

●「近隣から始まる来館者の拡大」を目標に、「近隣アートプログラム」を実施：4 回/
年
●ウェブサイトへのアクセスも横浜美術館へのビジターと捉え、ウェブコンテンツ、ウェ
ブサイトでの視聴覚プログラムの配信、メルマガやオンラインショッピングなどを通じて
来館を促す手法開発：3月　ホームページ全面リニューアル
　※市と協議の上計画変更：平成26年度完了見込み

●メディア関係者との交流会と意見交換会：1回以上/年

Ｂ Ｂ

みなとみらい地区を中心に、近隣事業者等と連携した
鑑賞イベント等のプロモーション活動を実施、ＦＭ横浜
番組内での定例コーナーの提供などにより、効果的なＰ
Ｒ活動が行われています。

（５）経営基
盤の強化と長
期的・継続的
な検証の実施

●外部資金の導入等による自
主・自律的な組織運営
●PDCAによる業務品質向上

●自主財源の開拓：3種/年　※詳細は３-(３)-3)を参照
●事業評価制度の運用：4種/年　※詳細は４-2)を参照

Ｂ Ｂ

（６）市との
政策協働の着
実な推進

●政策協働体制 ●政策協働による指定管理：政策経営協議会および指定管理選定評価委員会への参加と各
種意見の事業への反映
　※詳細は４-1)を参照 Ｂ Ｂ

B 各委員の経営についてのコメントは別紙参照

基本方針

（１）国際都市横浜の美術の拠点として、社会に新しい価値を提案する創造性と発信性の高い、世界から多くの人が訪れる魅力的な美術館になります。
（２）美術品や関連資料について、調査・研究を行い、的確に評価して新しい価値を市民に伝えるとともに、収集、整理、保管、活用し、未来に継承します。
（３）未来をになう子どもたちの感性を育む美術教育を通して次世代の美術を振興すると同時に、美術を支える人材育成と多様な人々への美術の普及に取り組みま
す。
（４）文化芸術の持つ社会的な力を活かし、地域社会や市民生活に貢献する活動に取り組み、創造的で多様性豊かな社会の形成に貢献します。

政策目標〈経営〉横浜美
術館は国際都市横浜の魅
力を牽引します。

＜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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２ 事業 目標の実践 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）バラエ
ティに富んだ
企画展を計画
し、国内外に
発信します
　1) 質の高い
多様な展覧会
の実施・発信
と来館者の裾
野の拡大

●バランスのよい企画展
●マスメディアへ企画展提案
●展覧会の海外巡回

展覧会
・Welcome to the Jungle【4月13日(土)‒6月16日(日)】：目標入場者数20,000人
・プーシキン美術館展 フランス絵画300 年【7月6日(土)‒9月16日(月・祝)】：目標入場
者数230,000 人
・岡倉天心生誕150 年・没後100 年記念／『國華』創刊125 周年記念事業　横山大観展
【10月5日(土)‒11月24日(日)】：目標入場者数70,000人
・岡倉天心生誕150 年・没後100 年記念／『國華』創刊125 周年記念事業　生誕140 年記
念　下村観山展【12月7日(土)‒2月11日(火・祝)】：目標入場者数30,000人

A

･プーシキン美術館展が牽引し、目標350,000人に対し､実績は
484,981人(139%)となり、計画を上回りました。
・ジャングル展はシンガポール美術館との共同企画であり、近
年国際的に注目される東南アジアの現代美術を本格的に紹介
しました。平成26年度秋にはシンガポール美術館で当館のコレ
クション展が予定されるなど、本格的な国際交流の枠組みが形
成されつつあります。
・プーシキン美術館展は、マスメディアと出資共催し、館全体の
収支の安定に寄与するとともに、美術の裾野の拡大および地
域の賑わい創出に貢献しました。
・本市ゆかりの思想家・岡倉天心の生誕150年・没後100年を記
念して、天心ゆかりの日本画家の展覧会を続けて開催すること
で、日本画の魅力を発信しました。横山大観展は、師友交流と
いう着眼点が評価され、高階秀爾氏による「2013年の3選」(毎
日新聞2013年12月26日)に選出されました。また、観山展は当
館のコレクションを核にした当館の独自性の高い展覧会となり
ました。

Ａ

海外美術館との連携や、マスコミとのタイアップなどによ
り、アジア、西洋、日本と多様な地域、ジャンルの企画
がなされ、質の高い展覧会が行われた結果、全般的な
集客の面でも良い成果が上がっています。

　2）若手の
アーティスト
の創作支援と
発信

●将来の横浜トリエンナーレ
の作家選定に資することを前
提に、横浜トリエンナーレ組
織委員会と連携し、ユニーク
な活動を展開しつつある有望
な若手アーティストを独自の
視点で選出し、アート・ギャ
ラリーやグランドギャラリー
でその作品を紹介

若手作家支援事業：目標入場者数3,000人
　　　　　　　　　4-5月　　　 作家選定
　　　　　　　　　10-3月の間　展覧会開催

C

・若い作家を起用した企画を実施し、SNSなどを通して注目を
集めました。当初グランドギャラリーを含む館内数か所での映
像作品展示を想定していましたが、作家との協議の過程で、展
示場所が来客の難しいアートギャラリー１のみになったことなど
により、入場者数が未達となりました。
・今年度の反省を踏まえ、次年度には次のような点を改善し入
場者数増を目指します 。
　早い時期に作家を選定し、プレスリリース、ダイレクトメール、
ホームページ等による効果的な広報展開を行います。アート
ギャラリー以外での作品展示や企画展のオープニングや記者
会見の機会を活かしての告知など、より多くの方に見ていただ
く工夫をします。また、ダイレクトメールや報告書、ホームペー
ジを日英バイリンガルで製作し、海外への発信を強化します。

Ｃ

入場者数が目標に届かなかったものの、館独自の視点
で若手作家を掘り起こし、作家と協力しながら発表の場
を創っていく取組は、将来につながる重要な取組です。
今後は、事業の実施形態やスケジュールを改善する
等、より多くの観客に作家の魅力が届けられるような手
法を検討しながら、取組みを進めていただきたいと思い
ます。

　3）横浜トリ
エンナーレへ
の取組み

●基盤整備・プレ事業開催に
全館体制にて取組み

●国際交流に資するシンポジウム：1回/年
●現代美術と市民協働に関するワークショップ：1回/年
●国内外調査・研究、ネットワーク形成：調査出張　海外6回程度／国内20回程度 Ｂ Ｂ

（２）魅力あ
るコレクショ
ンを形成し、
活用するとと
もに未来に継
承します
　1) コレク
ションの形成

●市民に親しまれる作品、美
術の新しい価値を創造する作
品、横浜の美術の歴史を伝え
る作品の収集提案

●今後の中期的な収集の方向性検討：
　7月　美術館内にて案検討
　8月　市と協議
　11月　内部検討委員会等で報告
●3 か年ごとの収集計画策定
●横浜トリエンナーレの機会を活かした、話題性のある現代美術作品の収集提言：
　7月　横浜トリエンナーレの開催年(平成26年)を念頭に入れ、収集計画案を立案、横浜
ゆかり作家の収集計画を立案

●内部検討委員会、横浜市美術資料収集審査委員会および価額評価委員会を経た適正な収
集方法：
 10月　内部検討委員会　1回/年
 11月　横浜市美術資料収集審査委員会および価額評価委員会　1回/年

Ｂ Ｂ

　2) コレク
ションの継承

●安全な保存と確実な管理 ●収蔵庫の満杯状態を改善するための新蔵置方法提案：
 8-9月　蔵置案を策定
 11月　モニタリングや内部検討委員会において提案
●収蔵作品台帳をもとにした収蔵品目録の印刷物を作成：前年度の新収蔵品の目録刊行
1回/年

Ｂ Ｂ

　3) コレク
ションの活用

●展示構成やテーマを工夫し
たコレクション展、なるべく
多くの作品を特に新収蔵作品
の迅速な公開、企画展と連動
したテーマ展示
●展示方法および展示室環境
整備の工夫
●コレクションをベースにす
る企画展、コレクションによ
るパッケージ展

展覧会
●コレクション展I【平成25年4月13日(土)‒6 月16日(日)】特集展示　賛美小舎 上田コレ
クション: 23,800 人
●コレクション展II【平成25年7月6日(土)‒9 月16日(月)】特集展示　フランスの近代絵
画と版画: 234,300 人
●コレクション展III【平成25年10月5日(土) ‒ 平成26年2月11日(火・祝)】特集展示　明
治の洋画目標: 106,900 人

その他
●コレクションによるパッケージ展：
　10月　企画案、国内外の提案先（候補）を策定
　11月　打診開始

A

･プーシキン美術館展と連動してコレクション展Ⅱが牽引し、目
標365,000人に対し、実績は491,839人（135％）となりました。
・各期とも企画展とゆるやかな連携を持たせたテーマを設定
し、展覧会全体の発信力を高めました。
・当館の優れた観山コレクションを核として、公立美術館として
は約35年ぶりに本格的な下村観山展を開催しました。
・コレクションによるパッケージ展は、平成26年度秋にシンガ
ポール美術館で当館のコレクション展が予定され、当館コレク
ションを国際的に発信する機会となります。

Ａ

企画展の好調ぶりが、コレクション点の集客にも結びつ
いています。
平成25年度新規収蔵の話題性のある作品を、年度内に
展示する等、タイムリーに打ち出していく姿勢が見られ
ました。

（３）モノと
しての「美術
情報」を収
集、保管、活
用します

●デジタル化の時代において
こそモノとしての「美術情
報」の重要性と稀少性に着目
し、専門的な見地にたって、
これらを収集・整理・保管
し、様々な人の要望に対応
し、適切かつ丁寧に提供

●企画展等事業連動した特集公開：特集コーナーの設置　4回/年
●横浜トリエンナーレ情報集積とアーカイヴ化：
　4-5月　横浜トリエンナーレのための調査で得られた作家・作品資料を学芸グループで
分類・アーカイヴ化フロー確定
　7月　開始
●映像資料公開：美術情報センターにおけるビデオ・ライブラリーの利用　30件
　              映画や映像作品の公開　1回/年

Ｂ Ｂ

（４）美術館
活動の基礎と
して調査・研
究を位置づけ
ます

●あらゆる美術館活動の基礎
としての調査・研究

●紀要発行、関係機関に配布：研究紀要の発行（論文3本）1回/年
●テーマを設定し、コレクションおよび企画展のための調査研究実施：
　コレクションおよび企画展についての研究21項目
　トリエンナーレに関する研究7項目
　ミュージアム・エデュケーションについての研究22項目
　美術情報に関わる研究1項目

Ｂ Ｂ

各委員の事業②についてのコメントは別紙参照Ａ

B 各委員の事業①についてのコメントは別紙参照

政策目標〈事業①〉質の
高い多様な展覧会の実施
と発信を通じて、来館者
の裾野を拡げます

政策目標〈事業②〉魅力
的なコレクションを形
成、活用するとともに、
未来へ継承します。
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（５）多様な
市民が鑑賞、
創作を楽しむ
ことができる
プログラムを
入口に、多く
の市民が美術
館活動に能動
的に関わるこ
とから始まる
創造性の拡大
と深化を目指
します
 1) 鑑賞サ
ポート事業

●コレクション展鑑賞サポー
トのレギュラーサービス化、
学校連携

鑑賞サポート事業
●コレクションを活用した鑑賞サポート
　●ギャラリートーク
　　●ギャラリートーク：10回/年
　　●手話通訳付きギャラリートーク：1回/年
　　　※再掲：地域社会や市民生活に貢献する取組み　美術館アクセス・鑑賞サポート事業
  ●学芸員や収蔵作家によるレクチャー：1回/コレクション展
　●鑑賞ワークショップ
　　・視覚に障がいのある人とない人が共にたのしむ鑑賞会：1回/コレクション展
　　・造形体験の取入れ：1講座/年
　　　※再掲：市民のアトリエ
    ・敬老フェスタ(仮称) ：1回/年
　●鑑賞サポートシートの作成：5作品/年
       ※再掲：地域社会や市民生活に貢献する取組み　美術館アクセス・鑑賞サポート事業
●企画展鑑賞サポート
　●ギャラリートーク：2回/企画展
　●講演会等：平均2回/企画展
　●鑑賞ワークショップ
　　●鑑賞ワークショップ：1回/企画展
　　●夜の美術館でアートクルーズ：2回/企画展
　　●造形体験の取入れ：1講座/年
　　※再掲：市民のアトリエ
　●鑑賞サポートツール
　　●親子向け「鑑賞サポートシート」作成：1回/企画展
　　●音声ガイド作成：2回/年

子ども対象鑑賞サポート
●個人向け鑑賞講座：4講座/年
　※再掲：子どものアトリエ　個人向け　2講座
●学校プログラムと連動した鑑賞プログラム：4校/年
　※再掲：子どものアトリエ　学校プログラム
●夏休み子どもフェスタ：1回/年（*H23実績：1回）

 2) 創造支援
事業　子ども
のアトリエ

・発育支援と美術への親し
み、学校連携

●学校プログラム
　●造形プログラム：90校/年（*H23実績：89校(1校キャンセル)）
　●鑑賞プログラム：4校/年
　　※再掲：鑑賞サポート　子ども対象鑑賞サポート
●個人向け造形講座：22講座/年（*H23実績：22講座）、定員の80％以上の参加者
　　※再掲：鑑賞サポート　子ども対象鑑賞サポート　2講座
●親子のフリーゾーン：36回/年

Ｂ Ｂ

学校と連携したプログラムと個人向けのプログラムの両
面から、小学生以下の層に対する美術教育、創作活動
の体験の機会を提供しています。
親子のフリーゾーンは毎回非常に多くの希望者に参加
いただいていますが、定員を設けたことにより、1回あた
りの参加人数が減っているので、実施回数や受付方法
を工夫する等、トータルでより多くの希望者に参加いた
だけるよう、検討してください。

 3) 創造支援
事業　市民の
アトリエ

・創作体験、創作体験を鑑賞
につなげるワークショップ、
若手アーティストを講師とし
た特別講座

●ワークショップ：30講座/年（含：若手アーティストによるワークショップ15回）、定員の80％以上の参加者

　※再掲：鑑賞サポート　鑑賞ワークショップ（コレクション展　企画展）　各1講座
　　　　　地域社会や市民生活に貢献する取組み　学校教育連携事業　2講座、環境啓発事業　1講座

●オープンスタジオ：25コース/年（*H23実績：20コース）、定員の80％以上の参加者

Ｂ Ｂ

 4）市民協働 ●ボランティア・パートナー
育成
●美術館の運営や事業を市民
とのフラットなコミュニケー
ションを通じて展開
●市民の力を取り込んだ新た
な教育普及と修復資金調達、
協力会との連携

ボランティア・パートナー
・子どものアトリエ親子のフリーゾーン運営ボランティア育成：約30人/年
・美術情報センター運営ボランティア育成：10人/年
・鑑賞パートナー（鑑賞サポート事業を支え、様々な来館者とともに鑑賞の喜びを分かち合うボラン
ティア）育成： 20人/年
フラットなコミュニケーション
・学芸員OB、観光業OB などとの連携によるおもてなしの心育成：平成26年4月実施をめざしプログラムの立案

　・4-9月　事例調査　・10-12月　関係者意見交換
・横浜シティガイド協会などとの連携による横浜観光促進：平成26年4月実施をめざし連携プランの立案
　・4-9月　事例調査　・10-12月　関係者意見交換
・原三渓研究会との共同研究：1回/月開催
フレンズ
・平成25年度横浜美術館フレンズ募集：参加数120口（*H23実績：127口）
・平成25年度フレンズ会員向けプログラムの実施：8回/年
・協力会との共同レセプションデスクの設置：平成26年4月実施をめざし運用のプランニング
　・10月　関係者意見交換

B Ｂ

（６）地域社
会や市民生活
に貢献する事
業

●他組織や市民との連携を深
め、美術館におけるエデュ
ケーション事業から地域社会
や市民生活に貢献する事業へ
と発展

美術館アクセス・鑑賞サポート事業
●視覚に障がいのある人と一緒につくる収蔵品鑑賞サポートプランの作成：1プロジェクト/年
  ※再掲：鑑賞サポート事業　鑑賞サポート事業
●福祉関係機関、 NPO 法人等と連携した、コレクション鑑賞サポート事業：
　●NPOとの連携による手話通訳付きギャラリートークの開催：1回/年　　※再掲：鑑賞サポート事業　鑑賞サポート事

業

　●福祉機関との連携による、鑑賞パートナー向けバリアフリー研修の実施：1回/年
学校教育連携事業
●アートティーチャーズ・デー：1回/企画展、1回/コレクション展
●夏休み子どもフェスタにおける教師ボランティア受け入れ：10人/年
●横浜市芸術文化教育プラットフォーム受入：2回/年
●大学連携
　●横浜美術大学と連携したワークショップ：2講座/年　　※再掲：市民のアトリエ　ワークショップ
　 ●城西国際大学と連携した展覧会ウェブサイト構築：6回/年
環境啓発事業
○横浜市環境創造局との携による、横浜みどりアップ・ワークショップ開催：1講座/年
※再掲：市民のアトリエ　ワークショップ
病院へのアウトリーチ
●病院・福祉施設へのアウトリーチ：1 回/年
企業とともに社会に貢献する事業
●企業連携プログラム《Heart to Art》によるアウトリーチ：2回/年
美術を支える人材育成事業
●博物館実習：1 回/ 年
●子どものアトリエ　インターンシップ：約5人/ 年
●子どものアトリエ　教師のためのワークショップ：2 回/年（＊H23年度:夏春各2日/年）
●各種研修受入れ
　●大学生による職場研修：約15人
　●保育士、教師を対象とした研修：随時

B Ｂ

B Ｂ

展覧会と連動したワークショップ、レクチャー等の取組
みが、子ども、高齢者、障がいのある方を含めた幅広い
層の対象者に対して継続的に行われています。
それぞれの展示内容や参加対象に応じ、わかりやすく
作品の魅力を伝えるための工夫がなされており、美術
館の活動に積極的に関与する市民の掘り起しや、芸術
文化活動に関心を持つ市民の裾野拡大に寄与している
ことを評価します。

Ｂ 各委員の事業③についてのコメントは別紙参照

政策目標〈事業③〉美術
と市民を様々な糸口でつ
なぎ、美術の魅力を伝え
ます。
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３ 施設の運営事業 目標の実践 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）おもてなし
の心とリピー
ターの獲得
 1) 横浜美術館
におけるビジ
ターサービスの
取組み

・新規のお客様とリピーターの
お客様の双方の満足度向上
・平成 25 年度は研究と計画、
平成 26 年度をスタッフの養成
と準備、平成 27 年度をスタッフ
のOJT と試行の年と位置づけ

拠点確立
●ビジターサービスの拠点を、来館者がアクセスしやすいスペースを活用して設営（アートギャラリー
2など）:下半期　施工
おもてなし
ホスピタリティの向上（新サービス開発）
●個人の希望者に向けた鑑賞前レクチャー、鑑賞後ワークショップ定期開催:平成26年4月　サービ
ス本格開始にむけて検討
●希望に応じて団体鑑賞前レクチャー実施：随時
アメニティの向上
●無料でダウンロードできる横浜美術館アプリなど鑑賞サポートツールの開発：1例実施/年
●駅から美術館への動線へのサイン設置、グランドギャラリーの演出、備品リニューアルによる快適
な周辺環境の整備：  6月みなとみらい駅サイン設置、グランドギャラリー演出1回/企画展、10月　備
品リニューアル
●横浜市の観光案内所と連携：平成26年4月実施をめざしサービスの立案と運用の検討
　・4-9月　事例調査
　・10-3月　立案
アクセシビリティの向上
●条例以外の減免・無料措置などソーシャルインクルージョンへの取組み：随時実施
●高齢者、外国人、障がいをもつ方々が利用しやすい美術館となるためのサイン計画：
  平成26年4月実施をめざしサインマニュアルの検討
　・4-9月　事例調査
　・10-3月　立案
来場者コミュニケーション
●PDCAサイクルによる迅速・適切なクレーム対応を行うお客様目線の運営
　●顧客サービス員、電話、ホームページなどを通じて寄せられたご意見への迅速な一次対応：原
則、48時間以内の一次対応
　●重要なご意見について、報告書による館内共有、モニタリングによる市共有によりお客様対応改
善：
    館内共有　随時、モニタリング　原則1回/月
休館日および開館時間
●集客の見込める展覧会期間中は臨時開館日設定：2日/年
●企画展の関連イベント開催時などには夜間開館も実施：2回/年
レクチャーホール
●レクチャーホール貸出の利便性向上：稼働率　70％
　・空き状況をホームページに掲載
　・平日練習プランの運営
チケット
●チケット入手容易化
　●前売り券の販売：前売り券販売開始　2か月前
　●企画展の規模に応じた販路拡大：館外販売　1か所以上/展覧会

　2) 館内サービ
スの充実

●サービスに工夫を凝らすこと
で、来館することの付加価値を
上げ、お客様満足度の向上とリ
ピーター獲得

ミュージアムショップ
●展覧会関連商品、当館ならではのユニークな商品提供：
　企画展特設コーナー設置　1商品/企画展
　コレクション活用オリジナル商品開発　1回/年
●遠方のお客様を中心としたニーズに応えるためのオンラインショップ運営：掲載点数200点/年
●オンラインショップ活性化のためホームページ活用
　●季節に合わせた特設ウェブサイトを設置：3回/年
café 小倉山
●展覧会と連携した限定メニューの開発：6種/年
●カフェ機能を活用した観客誘致事業や近隣施設連携事業などを展開：1回/企画展

Ｂ Ｂ

（２）施設の適切
な維持管理
　1) 施設の長寿
命化

●過去改修データの洗い出しと
今後の改修計画提案など長寿
命化に向けた準備を横浜市とと
もに実施
●お客様の安全と安心を第一
に、適切かつ丁寧な保守・点検
業務等、故障や破損への迅速
な対応

●不具合が発生した場合に迅速な対応、横浜市と情報共有。新たな改修はデータを整理して保存
し今後の改修計画に活用。
●不具合発生時は文書で情報を共有するとともに必要な措置を実施。経過は横浜市と共有。

Ｂ Ｂ

　2) 災害時など
非常時の対応

●グループ長以上を中心に緊
急レベルに応じた適切な指示
系統と対応方法構築、バック
アップ体制を含めた危機管理体
制整備
●自然災害やテロ、感染症など
の発生時を想定した「横浜美術
館危機管理マニュアル」を整
備、共有
●様々な災害を想定した訓練を
所轄消防署と連携実施

●危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成。管理職の出勤はシフト表を作成、共有し責任体制
を明確化。
●最新の危機管理マニュアルを館内で共有
●防火・防災訓練　2回/年

Ｂ Ｂ

B Ｂ
貸館のレクチャーホールの稼働率は87％と多くの市民
に利用された点が評価できます。

各委員の施設運営①についてのコメントは別紙参照Ｂ

政策目標〈施設運営①〉お
客様目線とおもてなしの心を
持ち、様々な人に開かれた
美術館運営を行います。
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（３）経営基盤の
強化と人材育成
　1) マネジメント
体制、組織形態

責任体制の明確化
　●グループごとの業務分担表
を共有
　●意思決定機関
　　●グループ長会議定例化
　　●子どものアトリエ企画運営
会議開催
　●副館長の配置

効率性と総合力が発揮された事
業展開のための事業部門と経
営部門連携
　●横断的な情報共有のため
にチームリーダー連絡会を定例
化

横浜市との政策協働や美術館
の社会的役割の拡大に対応し
た組織
　●教育プロジェクトチーム増員
　●ビジターサービスチーム新
設

●変更後2週間以内に共有

●隔週
●1回/年
●上半期　※市と協議の上計画変更　10月

●隔週

●4月　※市と協議の上計画変更　9月
●4月

Ｂ Ｂ

　2) 専門人材育
成

●適材適所の人材配置
●横浜トリエンナーレにむけた
現代美術専門人材など専門人
材育成
●企画展事前レクチャーやホス
ピタリティ研修など専門館にふさ
わしい人材育成

●人事評価制度の導入
●横浜トリエンナーレや施設管理に対応する外部委託人材の活用

当館職員の育成
●日常的なOJT
●当財団全体の各種研修に参加
●企画展事前レクチャー　1回/企画展
●接遇研修　1回/年
●安全･安心な施設運営維持の訓練・研修　1回/年

専門職の育成
・学芸員：美術品保全、コレクション形成、展覧会立案実施、横浜トリエンナーレ実施、専門分野の
確立の観点から育成
・エデュケーター：若手職員の発想力を重視すると共に、それぞれの専門性を活かし、現代作家の
動向、様々な対象者、鑑賞活動と創作体験の関連、他施設、他団体との連携、市民協働、社会貢
献等を常に幅広く視野に入れ活動を展開する柔軟なコーディネート力と指導力を重視し育成

Ｂ Ｂ

　3) 自主財源の
開拓

●ファンドレイジングとして、当
館でおこなわれる広報活動、教
育プログラム、子どもの育成活
動を企業と協働で実施する機会
《Heart toArt》継続
●駐車場の各種割引サービス
実施
●財団マーケティング戦略委員
会への参加

●目標：1社

●割引制度　3種
●2回/月

Ｂ Ｂ

Ｂ 各委員の施設運営②についてのコメントは別紙参照

政策目標〈施設運営②〉財
政基盤を強化し、効率的で
持続可能な運営を実現しま
す。
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４ その他の業務 目標の実践 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) 政策協働に
よる指定管理

●政策協働実現のため、政策
経営協議会参加
●一連のプロセスの透明性を高
めるため、指定管理選定評価委
員会出席

●政策経営協議会参加と各種意見の事業への反映
●指定管理選定評価委員会出席と各種意見の事業への反映

2) 当財団独自
の事業評価制
度の運用

●当財団全体の経営を評価す
る団体評価
●施設やグループごとの年度を
通した施設等組織評価
●事業ごとの個別事業評価
●横浜美術館内のPDCAサイク
ル

●進捗状況報告　1回/年　※評価は協約期間終了時に実施
●2回/年

●1回/事業
●指定管理者モニタリング　1回/月

3) 「横浜市文化
施設指定管理
業務評価システ
ム」による評価

●横浜市が委嘱する選定評価
委員会による指定管理施設に
対する外部評価の実施

1回/年の評価において各評価軸項目の平均B（＝目標通り達成できている）以上

4) 年報の発行 ●長期的な振返りの基礎と事業
活動の対外的な説明のための
年報発行

 ●平成25年度年報の翌年度上半期中の発行を目指し準備実施
・12月　記載内容の精査
・3月　デザインの確定

５ 収支計画 目標の実践 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

収入

・自主事業の実
施と安全な施設
の維持管理に
必要な原資を獲
得
・横浜市の文化
政策への長期
的な協働に必
要な適正額を算
出し反映

収入合計　                 1,141,097,000
指定管理料収入　             700,000,000
利用料金収入　                71,596,000
事業収入　                   265,064,000
助成金等　                    13,020,000
その他　                      91,417,000

支出
・効率的な自主
事業実施と施設
管理維持実現

支出合計　                 1,141,097,000
人件費                       354,194,000
事務費                        44,006,000
負担金                           815,000
管理費                       238,500,000
事業費                       422,169,000
その他支出                    81,413,000

６ 留意事項 目標の実践 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

保険及び損害賠償の取扱い 業務の基準に基づいた適正な取扱い

法令の遵守と個人情報保護
コンプライアンス窓口の設置
個人情報保護研修1回/年

情報公開への積極的取組
財団事務局に情報公開窓口を設置

市及び関係機関等との連絡
調整

横浜市や関連機関との連絡緊密化

その他

1)許認可及び届出等

2)施設の目的外使用

3)人権の尊重

4)近隣対策

5)重要書類の管理

6)行政機関が策定する基準
等の遵守

7)法令の制定及び改正への
対応

A

全体として企画展、コレクション展の入場者数が計画より
増えたこと等により、事業収入、利用料金収入及び事業
費支出が増加する中で、良好な収支状況を維持してお
り、本施設を効果的に活用した施設運営、事業実施が
行われている状況と考えられる点が評価できます。

各委員の収支計画についてのコメントは別紙参照

Ｂ

Ａ

・決算（予算との差額）【予算との差額の主要因】
収入合計　　　　　   1,273,558,705（132,461,705）
指定管理料収入 　   700,000,000（0）
利用料金収入           94,753,595（23,157,595）
　　　　　　　　　　　　　　【展覧会入館者増に伴うコレクション展収入増】

事業収入               374,136,550（109,072,550）
　　　　　　　　　　　　　　【企画展入館者増に伴う収入増】
助成金等                14,144,526（1,124,526）
その他収入             90,524,034（△892,966）

支出合計            1,214,638,426（73,541,426）
人件費                322,232,128（△31,961,872）
　　　　　　　　　　　　　　【退職給付手当見直し、人事異動による減】

事務費 　　　　　　　　51,313,741（7,307,741）
　　　　　　　　　　　　　　【WindowsXPサポート終了に伴うパソコン更新、

                               　　　展覧会収入増に伴う消費税負担額増】

負担金  　　　　　　 　　　647,000（△168,000）
管理費 　　　　　　　236,821,943（△1,678,057）
事業費  　　　　　　　523,388,075（101,219,075）
　　　　　　　　　　　　　　【企画展入場者増に伴う共催者間精算金増】

その他支出            80,235,539（△1,177,461）

収支計                 58,920,279

Ｂ ＢＢ 各委員の留意事項についてのコメントは別紙参照

各委員のその他の業務についてのコメントは別紙参照

Ｂ

ＢＢ

法令・条例・規程等に基づいた適正な管理実施

平成25 年度
 基幹事業
・岡倉天心生誕150 年、没後
100 年記念事業
 特徴
・メディア展を二つ開催し集客
見込む
・東南アジアの現代美術を紹介
する展覧会をシンガポール美術
館と提携し実現
・企画展の年間入場者数は35
万人、事業費は3 か年で最も高
い年度
・コレクション展を含めた展覧会
の入場者数は71 万5千人

政策目標〈その他の業務〉政
策協働による指定管理を推
進し、横浜市の専門文化施
設として最適な管理運営を
実現します。
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外部評価 総括コメント 外部評価 総括コメント 外部評価 総括コメント 外部評価 総括コメント 外部評価 総括コメント

B

公立美術館としては規模が大きく、
したがって業務も複雑です。
しかし経営・事業・施設管理などすべての面で支障なく
運営されているものと思います。

B

○経営面、事業内容、施設運営、収支面において横浜
美術館のもてる力を遺憾なく発揮、目標である長期計画
達成にむけた始動と基盤整備が着実に推進されたことを
高く評価します。
○具体的にはプ－シキン美術館展や横山大観展におけ
る好実績、コレクションの活用による下村観山展や、シン
ガポ－ル美術館との共同企画展覧会など、質の高い、
独自性をもった芸術文化の発信により、横浜美術館の存
在感を一段と高め、国際都市横浜の魅力とアイデンティ
ティの確立に貢献しています。
○さらに重症心身障がい児施設へのアウトリ－チ実施
や、ボランティアによるト－クの試行等にみられる、市民と
美術館の新たな関係性の構築は、芸術創造における市
民協働の観点からも評価に値し、地域に開かれた美術
館として評価できます。
○また総合インフォメ－ション機能の整備等、施設面の
充実を図り、ハードとソフトの両面から良好な事業経営、
管理運営がなされています。
○評価はＢとしましたが、限りなくＡに近い、質の高い事
業運営であると評価させていただきました。

B

周囲の商業施設等の開設が本館入場者数増につな
がった面はありますが、同時に、横浜美術館と美術館前
の広場の存在は、商業施設やオフィスタワー中心のみな
とみらい地区にとり、貴重な資産であると言えます。その
意味では、美術館と周辺商業施設とのコラボレーション
が、みなとみらい地区全体の発展につながっていくと考え
ます。みなとみらい地区全体についての横浜市の産業・
文化振興政策に合致した施設運営を継続していただき
たいと思います。

A

一部目標値に届かぬものがあったが、ここ数年の活動や
業績と比較すると、平成25年度の業務水準は大変高い
ものだった。
企画展、コレクション展も質が高い上に、利用者のサービ
ス向上のためにハード・ソフト両面から投資を行うなど、
指定管理者として役務を十二分に果たしていると言えよ
う。

評価基準が3段階では努力しても評価結果に反映しづら
い。今後、5段階に変更するなど段階評価について検討
し直してほしい。

B 事業、運営とも４つの基本方針に沿って、全般的
に着実に実施されている。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

酒井委員 西田委員 丸山委員

BB

１
 

経
営

基
本
方
針

B

ホームページは、シンプルですが一覧性が高く、閲覧者
が閲覧目的に合った情報を入手するのに親切な構造に
なっているように思います。また、一覧性が高いことによ
り、閲覧者がサイトを訪れた当初の目的以外のサブサイト
へと案内する副次的な効果もあると思います。ホーム
ページの一覧性・利便性が、経営の目標実践の成果の
広報に有益であったと思います。

（１）岡倉天心ゆかりの日本画家、横山大観、下村観山
の展覧会を連続して開催、シンガポール美術館との共同
企画における本格的国際交流の展開、横浜音祭2013
との連携等、各プログラム随所に、独自性や新たな試み
が観取され、経営面からも評価できます。
（２）観山展関連イベント「岡倉天心とオペラ」の事例で
は、アートを通して、異なる分野、組織の横断的連携によ
る有効な都市戦略の実現をみています。
（３）障がい者にむけた鑑賞サポート、ボランティア育成、
重症心身障がい児施設へのアウトリーチ等、アートを通し
ての、多様な協働、ネットワークの構築は社会に開いた
美術館、専門性の活用と社会貢献の面からも評価でき
ます。
（４）市民やメディアとの確たる関係を形成する取り組み
からは、信頼と支援を自明のものとして認識している姿勢
が感じられます。
（５）経営基盤の強化においては長期展望を視野に、一
層の自主自立的努力が求められます。
項目（１）～（６）いずれもＢ

B

村井委員

プーシキン美術館展に牽引される形で年間入場者数が
目標を大幅に上回ったこと、岡倉天心の生誕150年・没
後100年を記念して開催された二つの日本画展で美術
館の企画力やコレクションを活用した独自性を発揮でき
たこと、障がい者向けの鑑賞サポートして小児病棟及び
重症心身障がい児施設へのアウトリーチという新たな展
開を行ったことなど、着実な実施が見られる一方で、都
市戦略との連携、ネットワークの強化については、さらな
る取り組みを期待したい。

横浜美術館のコレクションをパッケージ展として、国際的
に展開する企画も進んでおり、今後の活動に期待を込め
て、Aに近いB。（平成26年度はヨコハマトリエンナーレも
あるので、A評価になるよう期待を込めて、25年度はBと
した。）

国際都市横浜の魅力を牽引するための取組は、今後さ
らに、美術館が中心となっていくことになる。自覚を持っ
て、取り組んでいただきたい。

吉本委員

B

＜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。 

＜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。 
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酒井委員 西田委員 丸山委員 村井委員 吉本委員

外部評価 備考 外部評価 　 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

B

(1) プーシキン美術館での健闘は数値だけでなく、マスメ
ディアとの出資共催や美術の裾野の拡大、地域賑わい
の創出など複合的な成果をあげています。さらにシンガ
ポール美術館との共同企画展、天心ゆかりの大観、コレ
クション活用の観山展等連続的な日本画展の実施は、
質が高く新たな挑戦も含め、優れた事業内容だと評価で
きます。
（２）有望な若手アーティス育成の面からも、場と機会の
提供は大切であり、入場者数は目標に届きませんでした
が、企画の意図と今後の改善策も明確であり、工夫改善
を重ねて、若手アーティスト創作支援と発信の取り組み
を持続的に実施していただきたいと希望します。
（１）－１の 健闘はＡ
（１）－２は数値目標に届いていませんが努力と、その先
に建設的な展望 が見て取れますので、相応の評価とし
てＢ
（１）－３　Ｂ

B

（２）魅力あるコレクションの形成と活用、継承に、着実に
努めています。
　２５年度特筆すべき取組として、ゆるやかな連携をもた
せたテーマ設定の展覧会に優れた成果をあげており、ま
たコレクション活用の下村観山展については公立美術館
として３５年ぶりの本格的な展覧会として、貴重な鑑賞機
会の提供を実現し、ストーリー性と奥行きある企画の展
開として高く評価したいと思います。
（２）－１　Ｂ
（２）－２　Ｂ
（２）－３　Ａ
（３）Ｂ
（４）Ｂ

B

（５）障がい者に向けた鑑賞サポートの実施では、コレク
ションごとにワークショップを実施した事例をはじめ、きめ
細かい多彩な内容の取り組みが行われています。
○鑑賞を深める機会の提供を行い、社会教育機関とし
ての重要な使命をになう美術館としての認識を明確に、
子供、高齢者、障がいのある方を含め、様々な立場の
人々に美術の価値還元を図っています。
○とりわけ技法体験や作家、専門家の技法解説を通し
て鑑賞を深めるという、創作体験活動を活かした能動的
な鑑賞講座の取り組みは、美術に親しむ市民の裾野の
拡大に貢献しており、独自性の観点からも評価できま
す。
○市民協働においては、市民とのフラットなコミュニケー
ションを明確に認識し、市民によるトークの試行などボラ
ンティア育成、市民力の発揮につとめ努力されていま
す。芸術文化における時代の要請からも、社会に開かれ
た美術館として、２５年度以降も更なる協働の進化を期
待します。
（５）－１　Ｂ
（５）－２　Ｂ
（５）－３　Ｂ
（５）－４　Ｂ
（６）　Ｂ

BB

・若手アーティストの育成については、この美術館の場で
若い芸術家の将来を見越して支援することが前提にあ
る。各年の数字にとらわれすぎずに、長期的な見方で捉
えていく必要がある。
・ただし、数字のマイナスという結果をどう次に生かしてい
くか、という検討はしっかりしたほうがよい。

２
 

事
業
①

２
 

事
業
②

２
 

事
業
③

B

年間を通して、バランスのとれた企画展の組み合わせと
なっていたと思います。プーシキン美術館展の入館待ち
のみなさんの行列の長さには驚かされましたが、その後
に続いた企画展も、プーシキンに比べて、それほどの落
差がなく、一定の成功を収めることができた点は評価で
きると思います。

A

企画展とのつながりを意識してコレクション展をプランニン
グしたことが、入場者数目標を上回る結果が得られた一
因であると思います。また、コレクション展の国際的な発
信を具体的に進めた点も評価できます。

・コレクションについては、よく活用しており、評価できま
す。

Ａ

B
学芸員や製作者本人の説明は、作品の鑑賞を深める上
で、非常に有効であると思います。子供の創造活動を支
援する様々な取組も、継続的に行われています。

A

A

企画展と連動させるなど、見応えのあるコレクション展を
年間を通して実施できた実績を高く評価したい。

収集・保存の面では課題が累積されている。これは指定
管理者が解決できるものではなく、設置者である横浜市
が取り組むべき課題である。収蔵庫の増設、一時保管
庫の確保、搬出入の動線や空調設備など、長期的な観
点からと暫定的な解決策、両方とも検討し、計画案を策
定してほしい。

B

誰もが利用できる美術館として、様々な取組を丁寧に
行っていることに対し、Aに近いBとして評価したい。

今後は、鑑賞のためのサポーターだけでなく、美術館全
体の事業を支援するための賛助組織について、市と指
定管理者の政策協働で検討していただきたい。
また、開発したツールやプログラムは、作りっぱなしでは
なく、効果分析を行い、改善していくよう心がけていただ
きたい。

B

プーシキン美術館展、岡倉天心記念の二つの日本画展
など企画展はバラエティに富み、特に横浜美術館のコレ
クションを目玉にした下村観山展は、独自性や発信力の
ある企画であったが、若手アーティストに関する取り組み
にはさらなる工夫と積極性が望まれる。

質の高い展覧会を年間を通して開催できた実力を高く
評価したい。

「若手アーティストの創作支援と発信」は、目標数値を達
成できなかったが、成果を単年度で測ることができない
取組と言えよう。中期的な観点から成果を定性的に評
価することができるよう、評価のあり方自体を検討すべ
き。

B

コレクション展はいずれも横浜美術館のコレクションの魅
力を引き出し、伝えようとする努力の伺えるものだった
（学芸員の解説によって、評価委員としてその魅力や価
値を再認識することができた）。シンガポール美術館での
パッケージ展の成功に期待したい。
また、ヨコハマトリエンナーレの蔵書を引き取りアーカイヴ
方針を定めた点は評価できるが、調査・研究について平
成25年度は目立った成果が見られない点は残念であっ
た。

B

ギャラリートークやレクチャー、ワークショップなどの多面
的な鑑賞サポート事業の実施、横浜美術館ならではの
子どものアトリエ（中でも造形プログラム）の継続、ボラン
ティアによるトークの実施に向けた取り組み、福祉や学校
教育との連携など、市民と美術館・美術との多様な結び
つきを継続的かつ着実に実施している。
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酒井委員 西田委員 丸山委員 村井委員 吉本委員

外部評価 備考 外部評価 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 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

(利用料金収入+事業収入)/収入合計　の数値が、目
標では約29％、実績では36％となり、美術館経営の数
値としては、良好な結果が得られていると言えます。

B

日常的には、施設運営上、とくに来館者接遇の面で行き
届いた対応がとられていると思いますが、想定を大きく上
回る入場者数となった企画展等の場合、十分な対応が
できたのか、職員数が必ずしも多くないこともあり、やや心
配です。対応マニュアル等が用意してあるのであればよ
いのですが。

B

・いろいろな事業を計画すれば、それだけスタッフの人数
が必要になるが、経営努力をしているというところは評価
できる。
・横浜美術館は、トリエンナーレの会場として認知度など
の面での相乗効果が生まれるなど、日本の公立美術館
の中ではきわめて例外的な恵まれた環境にあると言えま
す。

B

B

B

B

B

５
 

収
支
計
画

６
 

留
意
事
項

４
 
そ
の
他
の
業
務

３
 

施
設
の
運
営
事
業
①

３
 

施
設
の
運
営
事
業
②

A

B

B

○来館者サービスの向上に努めています。具体的には、
総合インフォメーション機能をもつ円形カウンター等の設
置により、動線整理がなされ入館時から心地よく情報が
とれるようになり成果がでています。
○スタッフのホスピタリティも館内全域に溢れており、多
様多彩なビジターにきめ細かい対応が組み込まれてお
り、今後に期待が持てます。
○レクチャーホールの稼働率も８７％と目標を上回り、利
便性よく市民に利用されていると評価します。
（１）－１　Ｂ
（１）－２　Ｂ
（２）－１　Ｂ
（２）－２　Ｂ

B

○市との政策協働について今後も着実な推進を期待し
ます。横浜美術館長期１０年のビジョン実現のために、市
と政策面でも連携、パートナーとして横断的な発想や責
務の遂行につとめていただきたいと思います。
（３）－１　Ｂ
（３）－２　Ｂ
（３）－３　Ｂ

B

B

Ａ

○企画展、コレクション展入場者数増に伴う収入増によ
り、事業収入、利用収入料金、及び事業費支出が増加
する中で、良好な収支状況が維持できています。数値に
も見て取れますが、様々な努力と工夫、チャレンジも含
め、施設の持てる力を効果的に活用し、周辺環境（交通
アクセス、商業施設の開館等）の追い風等も力に、美術
館総力をあげての取り組みが功を奏しているものと評価
できます。

B

B

B

A

B
政策協働による指定管理者の推進とは？　他との違い
が分かるよう､改めて説明が必要な時期に来ていると思
う。あり方自体の検証も必要。

A

利用者サービスの向上を図るため、エントランス周りの什
器や設備を充実させ、酒類販売業免許を取得するな
ど、指定管理者としてできる範囲で投資をし、経営努力
している点を高く評価したい。

Ａ
収支は約6,000万円のプラスとなっており、企画力と経
営努力の成果として評価できる。

B
円形カウンターの設置、オリジナル商品の開発や酒類販
売免許の取得など、ビジターサービス、館内サービスの
向上に向けて着実な取り組みが行われている。

B

今後、活動が拡大していく傾向にあるのであれば、優秀
な人材を確保し、組織強化を図ることが必要。そのため
に、市は指定管理者に丸投げではなく政策協働で、組織
体制や人材確保のための方策（指定管理料の引き上げ
も含めて）を検討していただきたい。

ファンドレイジングに関しては、東京都現代美術館と比較
すると、助成金・協賛金の獲得数が少ないように思われ
る。今後、事例研究などをし、早め早めに動き、さらに獲
得できるように図っていただきたい。

B

専門人材の育成については、OJTと調査派遣以外に、各
学芸員の現在の能力、将来身につけるべき専門性など
を踏まえたきめ細かな対応を検討すべきではないか。
現在の人員体制の中では限界があるかもしれないが、
ファンドレイズについても、さらなる戦略構築と取り組みに
期待したい。

B
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