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基本方針 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

※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 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

(1) 施設が持つ機能を最大限に活
かし、日本を代表するホールとし
て、また都市の活性化及び魅力づ
くりに寄与する施設として、総合
力ある経営を行います

①組織内連携の取組と経営強化
　●両グループ横断的プロモーション・セールス活動の実施
　●ファンドレイジング活動
②財団全体での総合力発揮の取組み
　●「横浜アーツフェスティバル実行委員会主催事業」を足が
かりに、財団事務局や他施設との連携を密にすると共に横断的
企画を実施し、組織の総合力を発揮します
③社会的協働・連携による取組み
　●教育機関や地元オーケストラ団体との更なる協働・連携に
取組みます

①■チケットセールス始動
　□ＭＭ㏄での貸館セールス活動実施(内覧会：1回、資料配布：2
回)
　・ファンドレイジング活動
　□企業協賛金獲得　1,450万円以上(23年度実績：1,379万円)
②■「横浜アーツフェスティバル実行委員会主催事業」開催にあた
り、広報・協働部門を中心に財団事務局との連携を深めます
　□音楽以外のジャンルの専門施設との連携企画、地域施設との連
携企画を各1件以上実施
③□教育機関等との協働・連携企画について、池辺館長を絡めた形
も含め、5団体以上実施
　□市内学校の職業体験3件以上受入れ
　□地元オーケストラ団体との協働・連携企画を1件以上実施
　■グッズ販売に寄付のシステムを取り入れます

B

①□MMccでの貸館セール活動実施（見学会実施：1回、室場
紹介：1回、資料配布：2回）
　□企業協賛金獲得　1,580万円
②□音楽以外のジャンルの専門施設との連携企画４件、地
域施設連携事業：２件
③□教育機関等の協働・連携企画10団体（池辺館長を絡め
た形を含む）
　□市内学校の職業体験受入れ　５件
　□地元オーケストラ団体との協働・連携企画　５件

B

横浜芸術アクション事業への
協力を評価します。今後も音
楽が中心ではない事業年度に
おいても、継続した協力及び
他施設、地域との積極的な連
携を期待します。

(2) みなとみらい21地区及び都心
部の活性化及び都市の魅力づくり
に寄与します

①「横浜文化中心」戦略
　●近隣住民への働きかけを行います
　●近隣オフィスワーカーへの働きかけを行います
　○連携文化施設連携事業の提供を行います
②ビフォア・アフターコンベンション対応の充実
　●近隣施設等の情報を収集し、協力体制を強化します
③文化施設連携事業の展開
　○連携文化施設連携事業の提供を行います
④商業連携の推進
　●近隣商業施設との連携を強化します
⑤当日参加可能事業の情報発信
　●ツイッターで直前公演情報や当日券有無を発信
⑥パブリシティの強化
　※詳細は6-(3)「プロモーションの充実について」を参照

①□近隣マンションへ自治会への協力・情報提供の推進
　・各自治会を通じてマンション内に設置したチラシラックのメン
テナンス　毎月1回
　・秋まつり等イベントへの協力　年１回
　・西区役所を通じて区内転入者へチラシ配布　随時
　□近隣企業の親睦団体への働きかけ・情報提供による街のにぎわ
い創出
　・MMcc世話人会への参加　毎月1回
　□横浜美術館等他の専門施設との連携事業の提供　年2回以上
②■クイーンズ広報委員会への出席　毎月1回、イベント連絡会へ
の出席　毎月1回
③□横浜美術館等他の専門施設との連携事業の提供　年2回以上
④□クイーンズスクエア等とのイベント協力　年2回
⑤□ツイッターでの発信　年間100ツィート

B

①□マンション内設置のチラシラックのメンテナンス　毎
月１回、イベントへの協力　年１回
　□MMcc世話人会への参加　毎月１回
②□クイーンズ広報委員会への出席　毎月１回
　□イベント連絡会への出席　　毎月１回
③□他の専門施設との連携事業提供　　年４回
④□クイーンズスクエア等とのイベント協力　　年４回
　□ツイッターでの発信　　年間403ツイート

B

横浜みなとみらいホール
第２期指定管理者業務評価表（平成25年度）

●：主催事業　○：共催事業　□：定量的指標　■：定性的指標　を示します

各委員のコメントは別紙参照

(1) 音楽文化の発展に貢献すると
ともに、世界への発信と交流の促
進を図り、国際都市横浜の文化拠
点としての役割を果たします

(2) 世界の中で高い評価を得るコ
ンサートホールとして、優れた音
楽を提供する場であるとともに、
伝統を継承しつつ次代に向けて音
楽の創造に取組み、その可能性を
追求します

(3) 音楽と市民をつなぐ場とし
て、鑑賞はもとより、音楽等に関
する創作活動を支援し、すべての
市民が音楽と触れ合う仕組みをつ
くります

(4) 音楽文化の可能性や文化芸術
の持つ社会的な力を活かし、地域
社会に貢献する活動に取り組み多
様で豊かな社会を実現していきま
す

平成25年度の目標

B

〔事業〕開館15周年記念事業や「横浜音祭り2013」の中核
を担う事業として、トップレベルアーティストによる公演
の数々を取り揃えたほか、アジア発信を見据えた新作オペ
ラ制作、新しい映像手法を取り入れたコンサートなど、日
本の楽壇にインパクトを与える事業を数多く実施し、国内
有数のコンサートホールとしての存在感をアピールしまし
た。その反面、首都圏で開催された大型事業の煽りを受
け、高額入場料公演について、券売に苦戦し、収支面にお
いて目標に到達することができませんでした。
〔運営〕90%を超える高い稼働率の大・小ホールについて、
本年度もきめ細やかなサービスを提供しました。国内外の
オーケストラ公演をはじめ、珍しい日伊共同制作のバロッ
クオペラなど話題の公演で、協力公演の充実を図りまし
た。また、「横浜音まつり2013」を契機にポップスやアニ
メソング・ゲーム音楽等、クラシック音楽以外の大型公演
にも施設を提供。これまでコンサートホールに足を運ばな
かった新規顧客層にもアピールする公演を誘致し、貸館面
においての広がりを創出しました。
〔広報〕チームやグループの枠組みを超えた取り組みを積
極的に行い、初めてのプレス懇談会や新しい映像手法を取
り入れた公演の記者発表会を出演者を交えた形で実施しま
した。また、貸館PRや託児PR等、連携によって幅広いPR活
動を展開しました。
〔総務〕施設の経年务化が大きな課題となるなか、専門人
材の配置を実現し、より一層の安全・安心を実現。また、
次年度大型修繕の道筋をつけることが出来ました。

事業については「横浜音祭り
2013」と連携し、新作オペラ
等質の高い事業を実施してい
ますが、全体的にチケット販
売が不振です。より販売戦略
も意識した企画を期待しま
す。
こども向けの事業・アウト
リーチ事業など若年層に対し
て積極的なアプローチを行
い、クラシック音楽の普及に
努めています。世界へ向けた
質の高い事業と敷居を低くし
た普及事業のメリハリをつけ
た企画運営の継続を期待しま
す。
平成24年度から開始している
指定期間も、今後中間期に入
り始めることから、横浜みな
とみらいホールのブランド力
向上と収支改善の工夫につい
て、より一層の取組を期待し
ます。

25年度は全般的に質的な向上が顕著で、
積極的な事業展開ができたと評価しま
す。
その一方で、事業が総花的であったとも
言えます。横浜みなとみらいホールは立
地や周辺環境等、国内でも類を見ないほ
ど優位な条件が整っています。ホールの
存在感を印象付けるような独自性の高い
事業を展開していくことで、ホールのイ
メージを誰もが認識し、市民から愛され
誇りに思われるような事業展開に努めて
ください。そのためには、事業を整理
し、根幹となる事業、すなわち、ブラン
ド事業の立ち上げを強く要望します。そ
れらをとおして、多様化する外部からの
要求に応えられるよう、横浜みなとみら
いホールとしての新しいＣＩ（コーポ
レート・アイデンティティー）を確立し
てほしいと思います。
25年度はチケットの販売が不振で、収支
が大幅に悪化しました。他館の事業等に
ついて情報収集に努め、経営の安定化に
取り組んでください。

B

B

【事業】
平成25年度は、音楽をテーマとした「横浜アーツフェスティバル実行委員会主催事業」が開催される他、横浜みなとみらいホール開
館15周年の年でもありますその注目される年の重要なコンテンツとして「芸術性」「発信性」「創造性」の高い事業を展開し、国内
を代表するホールとしての存在を示しつつ、横浜アーツフェスティバル実行委員会事務局との密な連携により、横浜アーツフェス
ティバル実行委員会主催事業を成功に導きますまた第二期指定管理期間の音楽事業の考え方に示す通り、「子ども事業」や「街の音
楽院」から派生した「市民プロデューサー企画」といった市民を巻き込んだ多様な事業を開催し、ホールを核にした市民と音楽の循
環をつくり上げますまた、今後の国際交流やアジアへの発信等、国際的な視野に立った事業を開催するなど、地域の音楽振興を牽引
しながらも、横浜から、より創造性・芸術性の高い事業を積極的に発信してまいります
【運営】
お客さまのニーズに的確に応え、協働・連携の推進で施設の有効活用や利用促進に努めるとともに、協力公演の充実により、横浜み
なとみらいホールのブランディングにつながる演奏会を開催します加えて、予約システム更新を年度内に完了させます
【広報】
グループの枠を超え横浜みなとみらいホール全体のプロモーションを計画的・戦略的に行いますまた、チームの機動力とコミュニュ
ケーション力を活かし、ホール外の他団体との協働に更に注力して街の魅力と共にホールのブランド力も高めていきます加えて、
ファンドレイジングについても積極的に取組んでいきます
【総務】
安全・安心・快適な施設環境を維持するため、大規模修繕に関する協議を横浜市とともにおこない、計画の具体化に努めますまた、
大規模震災等にそなえ日常的な意識の向上と訓練を引き続き重ねて参ります

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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２　事業 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

①「横浜芸術アクション事業」として事業を実施
●「井上＆サンクトペテルブルク響」(4/21)
●「小曽根真＆ゲイリー・バートン」(6/23)
●「本名徹次＆ベトナム国立響」（9/21）
●「インバル＆都響」(11/8,11/2,3/9,3/16　計4回)
●「Pヤルヴィ＆パリ管」(11/7)
●「招待ピアノ特別演奏会」(11/16,11/17)
●「ギルバート＆ニューヨークフィル」(2/15)
●「Aデイヴィス＆BBC響」(10/4)
●「熱帯JAZZ楽団」(11/3)
●「アンサンブル・ウィーン＝ベルリン」(10/5)
②クラシックファンに喜ばれる自主イベントを企画実施
●「NHK交響楽団横浜定期演奏会」(11/24)
●「ジルヴェスターコンサート」(12/31)
●「ヴェーラ弦楽四重奏」(12/8)
●「ファインデュオ」（6/23,11/23 計2回）
●「オルガンリサイタル」(2/14)

①□顧客満足度　80％以上
　□合計入場者数　16,000人
②□合計入場者数4,700人

①□顧客満足度　　89.6％
　□合計入場者数　17,664人
②□合計入場者数　4,708人

①多様な音楽ジャンルのイベントを開催
●ジャズ「小曽根真＆ゲイリー・バートン」（6/28 1,786人）
●ジャズ「熱帯JAZZ楽団」（11/3 1,170人）
●ジャズ「横濱JAZZプロムナード」（10/13 2,976人）
●邦楽「デーモン閣下の邦楽維新コラボレーション」（3/2 921人）
●洋楽「ヤングアメリカンズイベント」（8/22 1,307人）
■３ワークショップの開催
②これからの鑑賞者育成のため入門用事業として定期的に低料金コンサー
ト(子ども向けの「おんがくひろば」は無料)を開催
●オルガン1ドルコンサート」（4/25,5/23,6/27[昼
夜],7/25,9/26,11/21,1/23[昼夜],3/20　計10回）
●「みなとみらいクラシック・クルーズ」
（4/9,6/25,9/17,10/24,1/20,3,6　計6回）
●「みんな集まれ！おんがくひろば」（5/28,7/1,9/2,10/10,1/24,2/21
計6回）

①□５公演の合計入場者数　5,300人
　　３ワークショップ　合計参加者数　300人
②□合計入場者数17,000人

①□５公演合計入場者数　　8,160人
　□４ワークショップ合計参加者数　　434人
②□合計入場者数　20,319人

①横浜オリジナルのオペラ事業「Yokohama Hands-on Opera
Project」を実施します
　●Ｐヤルヴィ指揮「フィデリオ」(ブレーメン音楽祭・ボン ベー
トーヴェン音楽祭・横浜みなとみらいホール共同制作公演)
　●「竹取物語」　沼尻竜介作曲新作委嘱作品
②「横浜アーツフェスティバル実行委員会主催事業」のオープニン
グ事業等の開催に協力します

①□合計入場者数4,000人
②□オープニング事業　入場目標　満席

①□合計入場者数　4,397人
②□入場者数　1,197人（入場率91.5％）

①オペラ
　●５-(２)-ア-（ア）参照、若手歌手を登用します
　●若手歌手の中からアウトリーチ講師として学校に派遣します
②現代作曲家シリーズ
　●５-(２)-ア‐（イ）参照、若手作曲家を登用します
　●若手作曲家もしくは若手演奏家を起用して、事前にプレトーク
＋ワークショップを開催
③みんな集まれ！おんがくひろば
　●５-(１)-イ-（イ）参照、若手の演奏家を登用します
④邦楽ワークショップ
　●５-(１)-イ-（ア）参照、邦楽奏者のワークショップを開催し
ます

①□若手歌手6人以上起用
　□アウトリーチ実施学校　2校
②□新曲委嘱１曲
　□入場者数200人
　□プレトーク＋ワークショップ1回実施
③□若手の演奏家を6人登用
　□合計入場者数1,000人
④□2回実施

①□若手歌手起用　９人起用
　□若手歌手を学校に派遣　２校
②□若手作曲家を登用し新曲委嘱　１曲
　□入場者数　162人
　□若手作曲家・演奏家を起用し、プレトーク＋ワーク
ショップ　１回
③□若手演奏家　７人登用
　□合計入場者数　816人
④□３回

①「コンサートを作ろう」企画修了生による協力イベント開催
②コンサートを企画したい一般市民を募集して講義をスタートさせます
　●「コンサートを作ろう　2期生」募集
③音楽大学との連携事業の継続を通じ、大学生が地域での活動に資する提
携の在り方を探ります
　●音楽大学リレーションシッププログラム
④NPO法人と提携し、より地域の市民の方々の目線に立った企画立案に励み
ます
　●NPO法人との連携事業
⑤オルガン
　●1年かけてプロのオルガニストを育てるインターン制度を設けます
　●オルガニスト・インターン経験者の演奏会での起用

①□３企画実施(＊H23実績：3企画)
　□合計入場者数　210人(＊H23実績：235人)
　□顧客満足度　80％以上
②□申込み人数　20人
③□提携大学数　4大学
④□提携NPO法人数　5団体
⑤□オルガニスト・インターン1名の育成(＊H23実績：1名)
　□演奏会起用　2名

①□３企画実施
　□合計入場者　330人
　□顧客満足度　89.2％
②□申込人数　17人
③□提携大学　４大学
④□提携NPO法人　５団体
⑤□１名育成
　□演奏会起用　３名

B

(3) 次代を担う芸術家、音楽と市
民をつなぐ人材を育み、活動の機
会を提供します

B

提案書に掲げる、館長主導に
よるオペラプログラムを実施
し、他ホールでの再演が決定
するなど高い評価を受けてい
ます。

①□合計入場者数　600人
　□２公演にて若手歌手6人以上起用
②□新曲委嘱１曲(＊H23実績：1曲)
　□入場者数200人(＊H23実績：254人)
③□伊福部作品を3曲紹介
　□入場者数1,000人
④□入場者数700人(＊H23実績：590人)
　□他都市連携施設　１施設(＊H23実績：2施設)

①横浜みなとみらいホール独自の小ホールオペラシリーズの開催
　●「椿姫」と「てかがみ」
②現代作曲家シリーズ
　●若手作曲家を起用した「Just Composed 2014」の開催
③グレート・アーティスト・シリーズ
　●24年度より始まった同シリーズの2回目として伊福部昭を
フィーチャーして多数の埋もれた名曲を発掘して発表します関連イ
ベントを多角的に開催し伊福部昭を多面的に紹介します
④シネマ×パイプオルガン
　●映像と即興演奏とのコラボレーション企画「シネマ×パイプオ
ルガン」を大佛次郎記念館の「大佛次郎没後40周年記念連携事業」
と連携して開催します
　○パイプオルガンを持つ他都市の文化施設と事業連携をします

①□合計入場者数　1,316人
　□２公演で若手歌手　９人起用
②□新曲委嘱　１曲
　□入場者数　162人
③□伊福部昭作品　７曲紹介
　□入場者数　　1,034人
④□大佛次郎没後40周年記念連携事業　入場者数　689人
　□他都市連携　２施設

(1) 市民が多様な音楽に親しむ機
会を提供し、音楽文化を支える裾
野を広げます

(2) 新たな音楽文化を提案する、
優れた創造・創作の拠点となりま
す

B

B B

各委員のコメントは別紙参照

B B
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(4) 未来を担う子どもたちに音楽
を知り、学び、体験することがで
きる機会を設けます

①季節ごとに子ども向け事業を開催し、1年通してどの世代の子どもにも音楽に触れ
られる機会を提供します
　●未就学児対象「みんな集まれ！おんがくひろば」
　(年間６回開催)　５-(１)-イ-（イ）を参照
　●春「子どもの日コンサート」「ハマのJACK 金の卵」
　　夏「夏休みわくわく遊音地」「ヤングアメリカンズ」「NHK交響楽団奏者による
吹奏楽クリニック」
　　秋「0歳からのオルガンコンサート」「心の教育ふれあいコンサート」
　　冬「子ども向けオペラ」
②単なる一過性のワークショップだけでなく、ホールが育てるホール固有のジュニ
ア演奏団体を持つ
　●熱帯JAZZ楽団」公演で子どもビッグバンド(仮称)を共演させる
③障がいのある子ども向けにオルガンワークショップを実施する
④音楽専科教員と連絡体制を整え、相互の信頼関係を強化する
　●「横浜みなとみらいホールMusic Teachers Project」を現今のネットワークか
ら発展的に立ち上げ、相互の情報交流のためにメール等を活用した定期的な情報発
信をします

①□合計入場者数　40,000人
　□顧客満足度　80％以上
②□子どもビッグバンド　参加子ども数２０人
③□年間２回開催
④■年4回送信

B

①□合計入場者数　48,845人
　□顧客満足度　93.3％
②□子どもビッグバンド　参加子ども数　17人
③□年２回
　□代替としてワークショップを１回

B
こども事業に継続して積極的
に取り組み、指標に掲げる入
場者数・満足度を達成してい
ることを評価します。

(5) 音楽文化の持つ可能性、文化
芸術の持つ社会的な力を活かし、
地域社会に貢献します

①小学校・障がい者施設をはじめとしてアウトリーチ事業に積極的に取り
組みます
　●小学校向けアウトリーチ事業
　●障がい者施設向けアウトリーチ事業
②障がいのある方へのサービス拡充に努めます
　●一般層向け、これからの鑑賞者向けに入門用事業として定期的に行う
コンサート(５-(１)-イ-（イ）参照)への障がいのある方の参加者数の向上
　●自主企画に障がい者割引料金の設定
　●視覚障がい者対象のオルガンワークショップ
(５-(４)-（ウ）参照)
③「街の音楽院」シリーズ等レクチャーコンサート
　●街の音楽院
　●その他のレクチャー(コンサート)等

①□3校
　□1校
②□障がいのある方の総参加者数 年間延べ70人
　□80％以上
　□2回開催
③□総入場者数　250人
　□3回開催

B

①□小学校　３校（４日間）
　□中学校　２校（４日間）
　□支援学級（小学校）　１校（１日間）
　□保育園　２施設
　□病院　　１施設
②□障がいのある方の総参加者数　年間のべ　63人
　□自主企画に障がい者割引料金設定　82.3％
　□視覚障がい者対象のオルガンワークショップ　２回
「街の音楽院」
③□総入場者数　314人
　□街の音楽院　４回
　□その他レクチャー（コンサート）　８回

B

●主催公演の写真の記録を残します
●主催公演の映像の記録を可能な範囲で残します
●主催公演の音声の記録を可能な範囲で残します

□写真記録　100％
□映像記録　 50％
□音声記録　 70％

□写真記録実施　100％
□映像記録実施　74％
□音声記録実施　71％

●街の音楽院や自主イベントにまつわる講演会で半数程度を市
民音楽活動に役立つ内容にする　５-(５)-（ウ）参照

□３回 □市民音楽活動に役立つ講演会等　３回

３　施設運営 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考
●音楽練習室やレセプションルーム等の内覧会
●資料配布によるPR

□１回開催
□年2回実施

●多様なジャンルの音楽利用の誘致 □クラシック以外の音楽利用：20公演以上

●利用者懇談会の実施
●顧客・潜在顧客アンケートの実施
●レセプショニスト研修の実施
●予約システムの更新

□年1回実施
□年間120件回収
□レセプショニスト研修
・新採用時研修　　　　4日間
・フォローアップ研修　採用後6ヶ月後1回
・チーフ研修　　　　　年1回実施
・コーチャー研修　　　年1回実施
・全体研修　　　　　　年1回実施
・避難訓練　　　　　　年2回以上実施
■年度内完了

●コンサートでのレセプションルーム単独利用
●利用率
●公開リハーサル・ロビーコンサート実施

□年8件
□利用率
大ホール　　　　　　97％(ｵﾙｶﾞﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ含む＊H23実績99％)、
小ホール　　　　　　98％(＊H23実績97％)
リハーサル室　　　　49％(＊H23実績45％)
レセプションルーム　24％(＊H23実績24％)
音楽練習室　　　　　78％(＊H23実績73％)
□各3回

●全自主事業において、鑑賞者・参加者アンケートを全員配付
します
●レセプショニスト・マネージャーミーティングの実施

□平均顧客満足度９０％
□年10回

●ホール利用を検討中の団体・個人向けの利用下見会
●通常のホール利用下見対応

□年2回実施
□年間80件対応

●新商品開発・既存の売れ筋商品のモデルチェンジ
●気軽に立ち寄れるショップづくり

□ホールオリジナルグッズ新規開発1点以上、売れ筋商品の新規開
拓1点以上
■ショップ内のイメージチェンジ

●チケットの市民先行販売 □3公演以上取扱い(貸館公演含む)

●営業形態の検討 ■効率的かつ効果的営業形態の検討

●ＨＰ等を活用した託児サービスの周知
●託児サービス利用者向けアンケートの実施

□年２回以上
□年２回以上

B

・直前の利用が可能な室場のＰＲに特化。音楽専門誌や
「広報よこはま」にも貸館広告を掲載するなど、広報との
連携により、貸館ＰＲに力を入れました。結果、レセプ
ションルームの利用料金収入が、昨年度比1.4倍に増加しま
した。
・JAZZや邦楽、民俗音楽に加え、「横浜音祭り」を契機に
ポップスやアニメソング・ゲーム音楽など、クラシック音
楽以外の新たな音楽ジャンルにも施設を提供。公演数とし
ては目標数値には至らなかったものの（14公演）、これま
でコンサートホールに足を運ばなかった新たな層の来館促
進につながりました。

(1) 利用者のニーズや利便性に考
慮し、柔軟に対応することによ
り、施設の機能を最大限に発揮し
ます

B

(6) ホールにおいて蓄積された音
楽に関する情報やネットワーク、
ノウハウを活かし、市民の音楽活
動を支援します

(2) 日本を代表するとともに、市
民に身近で愛されるコンサート
ホールとしてのサービスとホスピ
タリティを提供します

各委員のコメントは別紙参照

各委員のコメントは別紙参照

B B

B

B

B

B
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●友の会会員増加策としてキャンペーン実施
●市民優遇措置として先行販売実施
●各媒体への関係強化・情報発信力アップ(再掲)
●公開リハーサル・ロビーコンサート実施

□会員数2500名(＊H23実績：2162名)
□3公演(貸館公演含む)
□媒体の情報掲載　月間70件(H23実績：60件/月)(再掲)
□各3回実施

●冊子版コンサートカレンダー発行
●ウェブサイトのサービスアップによるアクセス数アップ
●メールマガジン発行
●ツイッター展開
●WEB上の読み物ページ
●チケットセンターWEBでのチケット販売強化

□4回発行
□総ページアクセス数　月間23万件(＊H23実績：月平均22万件)
□月2回発行
□フォロワー数1500件 (＊H23実績：603件)
□年4回掲載
□チケット購買率10％(＊H24から開始したサービスなのでH23実績
なし)

●保守点検、定期整備のため、必要な休館日の設定
●竣工15年を過ぎ、施設や設備改修に対応できるよう、次年度
以降の休館日について、横浜市と協議を進めます

■貸出状況や施設機能維持に配慮し、休館日を設定します
□年間28日の休館日を確保しつつ、10～12月のコンサートシーズン
は月1日の休館日とし、柔軟に対応します

●条例および規則に基づく設定
●ミューザ川崎の再開に伴って拡張受入してきた利用が通常に
戻ることを受けて、営業時間内、利用コマ時間内での利用に戻
して清掃・点検等の利用者サービスが回復できるよう、打合せ
等でコーディネート力を発揮し、アドバイスを行います

■条例に基づき、利用者の利用条件に配慮します

●条例に基づいた適切な料金徴収
■条例に基づく適正な料金徴収を行ないます
■減免利用に関するガイドラインの再整備

■利用者ニーズに配慮し、条例・規則に基づいた貸出を実施します
■撮影等の利用についても柔軟に対応します

■条例、規則に基づき、設置目的や利用者の安全等に配慮した貸出
を実施します

４　施設維持管理 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

●パイプオルガンやピアノの定期的メンテナンス実施
●舞台・音響・照明の専門業者に舞台技術を委託
●統括管理・設備管理・清掃管理を専門業者に委託
●横浜市との連携による大規模修繕計画の策定
●QSYや横浜市と連動した危機管理の実施
●過失事故の防止

□パイプオルガン　　　年　１回
□コンサートピアノ　　年　１回
□練習室ピアノ　　　　年１２回
□リハーサル室ピアノ　年　１回
□楽屋ピアノ　　　　　年　３回
■東京舞台照明に委託(第１期指定管理の共同事業体構成団体)
■東急コミュニティーに委託(第１期指定管理の共同事業体構成業
者)
■休館日設定の見直し、ビル管理システムの修繕計画、大規模修繕
の提案および情報収集
■要請に応じて、会議・対応等に参加
□過失事故０件

●QSY管理組合事務局会議、管理者打合せ等
●設備関係の点検・定期整備業務
●舞台関係の点検・定期整備業務
専門業者と打合せた年間計画に従って、着実に実施
●設備・舞台スタッフとの小破修繕会議

■要請に応じて、都度参加
■専門業者と打合せた年間計画に従って、着実に実施
□客席定期保守(大ホール)　年２回　(改修後１年未満のため、簡
易点検)
□客席定期保守(小ホール)　年２回
□舞台照明定期保守　　　　年３回
□舞台音響定期保守　　　　年２回
□舞台機構定期保守　　　　年３回
□年６回(概ね２カ月に１回)

●法令等に基づき、適正な施設維持管理に努めます空気環境測
定・清掃等の仕様を定めて建築物衛生環境を維持管理します

□空気環境測定　年６回
□照度測定　　　年２回
□ごみ分別によるリサイクル意識の推進　常時
□エコにつながる提案　年間１件以上

●警備会社による効率的な保安警備を行ないます ■専門業者に入札による業務委託

●警備会社による管理を行い、利用者の安全を図ります □駐車場・搬入口での過失事故０件

●植栽の手入れを、統括管理業者を通じて専門業者に委託しま
す
●植栽や屋上の务化状況を把握し、横浜市と共有します
●务化が進行しているウッドデッキの安全確認に配慮します

□植栽の手入れ　年５回
■目視確認　随時
■荒天後の安全確認を行います

●ＱＳＹ防火防災管理協議会に参加
●防災管理自主点検
●防災設備点検
●消防訓練・防災訓練

□会議参加　年２回(通常)
□毎日
□年1回
□年２回以上

●防災マニュアル、危機管理マニュアル
●携帯電話および携帯メール情報を盛り込んだ緊急連絡網

■常備
■常備

●条例および規則に基づき、利用申請について審査し、適正な
手続きを行います

■都度

●電気主任技術者
●建築物環境衛生管理技術者
●ボイラー技士(２級以上)
●甲種防火管理者及び防災管理者

■ＱＳＹ管理組合の電気主任技術者を追認
■統括管理業者に技術者を置く
■当館にはボイラー設備がないため、人員配置を見合わせ、不要な
経費支出を削減する
■指定管理者の職員が資格を取得

(1) コンサートホールとして相応
しい快適な環境を維持するととも
に、安全かつ安心して利用できる
よう施設保全を行います

B

B

B 各委員のコメントは別紙参照

(3) プロモーションの充実

(4) 条例の遵守

B

B

各委員のコメントは別紙参照

・会員：横浜音祭り・人気公演の発売期間に合わせ（9/1～
11/31）に友の会会員入会キャンペーンを実施した結果、
2009年5月以来、2500人を超える2,502人の会員を獲得。
・市民先行販売：貸館公演を含む4公演で実施。売上も前年
度実績の2倍以上ありました。（24年度:65枚→25年度:140
枚）
・公開リハーサル・ロビーコンサート:各4回実施。クリス
マスやホワイトデーに実施しイベント性を強く打ち出すこ
とによって、集客力がアップするよう工夫しました。

B

B

B
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５　その他の業務 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考
●横浜市と指定管理者が一体となって業務品質の更なる向上に
努めます

□政策経営協議会の実施　年4回

●政策経営協議会での協議に基づき、政策や社会情勢を反映し
たより効果的な年間業務計画を策定します

□年間業務計画・年間業務報告の情報公開　各１回
■大規模修繕計画案の策定

●ＰＤＣＡサイクルを徹底し、各評価の結果を政策経営協議会
等で検討今後の運営に反映させます

□自己評価・横浜市評価　年２回
■指定管理者選定評価委員会による外部評価、業務視察・ヒアリン
グの実施

●開館15周年を期にさらなる収入増加を図ります
□企業協賛金収入　14,550千円(23年度実績：13,793千円)
□ショップ収入　前年度比3％増(23年度実績：7,439千円)

●新規事業経費、人的体制の整備、広報宣伝費の強化、施設や
設備の点検・改修維持経費の確保を図るため、コスト削減を図
ります本年度は、残業時間を削減して人件費を押さえ、既存の
取引を見直します

□事務室スタッフの残業時間　前年度比5％削減
■既存取引の見直しを行い、定例的支出のコストカットを図る

６　組織に関する業務の基準 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考
●新たな組織図及びグループ毎業務分担表作成
●組織内意思決定

■組織内での共有
□3回/月開催

●事業、運営、施設維持管理等施設全体を管理運営するために
必要な人材と人員の確保し、より高い専門性を発揮できる組織
づくりに努めます

■各専門性に応じた適正な人員配置を行ないます
■OJTやMBOにより、以下の観点での人材育成に努めます
【求められる専門性】
・事業；音楽事務所やアーティスト、市民団体等とのコミュニケー
ション能力及びコーディネート力音楽事業の企画・立案力や音楽へ
の専門的知識の保有
・管理；必要な法令や財団の例規を理解し、適切な対応が行なえる
対外調整力とコミュニケーション能力の保有
　施設管理においては、建築物や設備・ビル管理についての基本的
知識を保有

(2) 人材の育成の取組み

●ＭＢＯによるＯＪＴを積極的に実施し、人材育成のツールと
して積極的に活用します
●ホール独自の研修としてレセプショニスト研修、職員への個
人情報研修、危機管理訓練を実施します
●事務局研修への参加

■人材育成ツールとして積極的に活用します
■ レセプショニスト研修については６(１)ウ参照
■積極的に参加させる体制を作ります

B B

７　留意事項 取組内容 達成指標 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
●施設賠償責任者保険、動産総合保険、レジャーサービス費用
保険について
●事故対応

■業務の基準に定められた内容で加入します
■事故発生時には必要な手続きをとり、適正な取扱いをします

(2) 法令の遵守と個人情報保護
●公の施設の管理者として法令を遵守し、適正な個人情報の取
扱いを推進します

■コンプライアンス窓口を財団事務局に設置します
■個人情報取扱い説明会を新規採用者対象に都度実施します

(3) 情報公開への積極的取組
●公の施設の管理者として、説明責任を果たす視点から、情報
公開に対し積極的に取組みます

■情報公開窓口を財団事務局に設置します

(4) 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を密にし、情報を共有します
■事故・苦情等は、横浜市および財団事務局へ速やかに都度報告し
ます

(5) その他
　ア　適切な認可及び届出等
　イ　施設の目的外使用
　ウ　人権の尊重
　エ　近隣対策
　オ　重要書類の管理
　カ　行政機関が策定する基準等
の
      遵守　キ　法令の制定及び改正への対
応

B 各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

企業協賛金や助成金等、達成指標に掲げた目標は全て達成
しましたが、事業収支においては、首都圏で開催された大
型事業の煽りを受け、高額入場料公演について、券売に苦
戦し、チケット販売収入が落ち込み、収支目標に到達する
ことが出来ませんでした。
平成26年度は、券売状況の分析、各所との情報共有を定期
的に実施し、迅速に対策がとれるよう取り組みます。

B

(1) 政策協働型指定管理を推進
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

(2) 収支計画

(1) 組織

B

■法令・条例・規程等に基づいた適正な管理を行ないます

C C

B

B

B

B

・事業収入において、大幅な
赤字となっています。協賛金
収入やコストカットなど積極
的に行っていますが、全体収
支でも赤字となっているた
め、収支の改善を行ってくだ
さい。

（5／5）
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宮本委員

（１）専門施設間の連携が継続されますように。
（２）みなとみらい地区はもちろんのこと、ポートサイ
ドへのより積極的なアウトリーチも期待いたします。

中村委員

BBB

（2）近隣地区へのPRは積極的に行なっていること
に評価いたします。場所が西区だけでなく、近隣に
中区を取り込んだ事業の展開はできないのでしょう
か？

１
 
経
営 B

観光客に加え、高層マンション増加により、近隣居
住者も増加しています。観光客、新住民のニーズ
を分析したプログラムの展開が期待されます。

田中委員

B

B

丸山委員長 石田委員

積極的な事業を展開していると評価しますが、チ
ケット販売の丌振があり、その成果が表れていませ
ん。首都圏で開催された大型の事業の煽りを受け
とありますが、もう少し情報等の収集・横とのつな
がりを強化し、事業展開が、収入に結びつくようより
一層の努力をして下さい。

（1）地元機関や団体との協働・連携事業に特色を
もった継続性ある企画を積極的に提案することを
さらに期待します。オーケストラは、ベトナム国立響
は大きな意味があったと思いますが、イベントとして
よりも国内オケの定期公演や公演回数を増やして
継続性を強化する方が聴衆の定着があるかと思
います。

（２）広報に関しては、例えば横浜美術館やランド
マークタワーの飲食店に演奏会チケット割引のチ
ラシを置くとか、逆に、演奏会後のチケット半券提
示によって割引料金で飲食できるとか、より身近な
ところとの結びつきの強化はお考えでしょうか。

C

①横浜市の財政規模と都市ブランド、②立地と周
辺環境、③施設機能と運営予算規模などを勘案
したとき、MMホールは国内でも類を見ないほど優
位な条件が整っている。それを受けて４つの基本
方針を掲げているが、(3)と(4)はこの規模の都市
の代表ホールが当然遂行しなければならない内
容であり、B評価は当然であろう。しかし、(1)音楽
文化の発展に貢献するとともに、世界への発信と
交流の促進を図り、国際都市横浜の文化拠点とし
ての役割を果たします(2)世界の中で高い評価を
得るコンサートホールとして、優れた音楽を提供す
る場であるとともに、伝統を継承しつつ次代に向け
て音楽の創造に取組み、その可能性を追求しま
す。と謳う以上、毎回指摘はしているが、根本的な
検討がなされている痕跡が見えず、事業の実施
面においても方針のレベルに達しているとは評価
できない。徹底的な事業の整理と、根幹となる「事
業」＝ブランド事業の立ち上げを強く要望したい。
稼働率やサービスは「ブランド」以前の日常マ
ター。全国のコンサートホール関係者や聴衆が
「MMといえば◯◯」と認知し、横浜市民が誇りに思
える事業を是非とも立ち上げるよう、切望する。必
ずやMMならではの事業があるはずである。国の
「特別支援事業」に認定される事業内容の確立を
めざして欲しい。

B

新規顧客層開拓のために、クラシック音楽以
外の大型公演に施設を提供することが果たし
てクラシック音楽鑑賞を促すことになるの
か、それより教育的な取組を期待いたしま
す。

基
本
方
針 B

開館当初と比べ、社会がホールに求めるものが変
化し、外部からのホールへの要求も多様化してい
るように思います。「海の見えるコンサートホール」
というフレーズは素晴らしいと思いますが、多様化
してきている活動を統合できる新たなCI(コーポ
レートアイデンティティー)が必要かもしれません。

B

前年度に比して全般に質的向上が顕著であったと
いえます。しかし、その一方、事業に関しては総花
的で、もう一歩踏み込んだホールの存在感を印象
付けるに足る独自性高い事業企画の必要性を覚
えました。そもそも、基本方針の（１）（２）で強調さ
れている国際都市横浜を代表するホールとしての
世界的な役割と、（３）（４）で強調されている地域
社会への貢献という２つの柱を両立させるのは困
難なことと思いますが、基本的には横浜市民が世
界に誇るホールだと自負し、愛情を傾けるホール
を目指すことが実現への近道だと思います。具体
的には子ども対象の事業が順調であることを前提
にして、さらにシニア世代の優遇や家族サービス、
あるいは市民オケやアンサンブルとの提携など、
横浜市民との接点をより積極的に求めることが肝
要ではないかと思います。

＜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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B

（１）新しく来館されたクラシック音楽以外に興味を
持つ方々には、継続的なアプローチによって、み
なとみらいホールに響くクラシック音楽の醍醐味も
共有していただけることを期待いたします。
（２）レセプションルームでの若い人たち向けの新し
い社交的な企画　が生まれることを期待いたしま
す。デビュッタントとまではいかなくても？

B
（１）過失事故ゼロの継続は特筆に値すると思いま
す。

BC
（２）現場の方々の貴重な声が経営母体にどのくら
い共有され、尊重されているのでしょうか？

B

（３）オルガニスト・インターンシップの成果に関して
はＡ評価
（５）小学生、中学生、障がい者教育施設へのアウ
トリーチが継続されているのは素晴らしいことだと思
います。

3
　
施
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C

B

B

B

B

BC

B

基本方針(1)については、市内の他ホールとの事
業棲み分けを財団の視点から整理し、統廃合も
含め、事業の精選が必要ではないか。(2) につい
ては、MMが本当にオペラ対応が可能なホールな
のか現実を直視し、今後の展開を真摯かつ慎重
に検討する必要がないか。MMのホール機能は何
なのか。(3) については事業の効率性や成果を慎
重に見極め整理統合を検討してはどうか。(4)(5)
についても量より質。担当職員の人数や稼働能力
を勘案し、どの事業に注力するか、優先順位を設
けていく事を検討してはどうか。また、数値目標は
重要ではあるが、同時に「質」の評価をどの様にす
るか、現場レベルでの「見識」「見立て」の能力をい
かに担保するかが課題である。

B

BB

B B B

B

B

B

（2）総支配人が丌在とお聞きしましたが、内部体
質の強化を図るよう努力して下さい。

（3）次代を担う芸術家の育成に積極的に行なって
いることは評価いたします。

（4）次代を担う子供の育成に積極的に行なってい
ることは評価いたします。これからも積極的にアピ
－ルして、子供たちの精神的育成に努めることを
期待します。

B

C
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B

B

B

B

B

B

（2）事業収入において大幅な赤字となっていま
す。事業収入をいかに伸ばすかが管理者としての
一番の責任だと思います。25年度の管理者の責
任は　次年度の人件費等に反映するものなので
しょうか？このような事をふまえ、収支予算案をた
てるようお願いいたします。

大型の音楽事業に特有の困難はあるかと思いま
すが、事業収入の結果について、偶然と必然、外
部要因と人為とを峻別して、次期以降の運営に活
かしてもらいたいと思います。

B

（１）アクション事業関係では、全国区的に有名な
ジャズ愛好の街横浜らしく、ジャズ関連の事業が
成功を収めたようです。逆に、振るわないのがオル
ガン関係です。前者をさらに拡充することと、後者
の抜本的な対策を期待します。
（２）オペラ企画ですが、少なくとも東京のオペラ愛
好家は横浜でのオペラといえば、県民ホールの舞
台をイメージします。あるいはアマチュアのオペラ
熱を伝える藤沢の市民オペラでしょうか。さらに鮮
明に企画の独自性を打ち出して頂きたく存じま
す。
（3）若手オペラ歌手をアウトリーチと関連付けたの
は素晴らしいと思います。長く継続している現代作
曲家シリーズの作品委嘱も室内オペラなどに特化
したら如何でしょうか。
（４）子ども事業は順調に展開していると評価しま
す。吹奏楽クリニックが無料なのに意外と参加者
が伸びなかったようですね。さらなる工夫と継続を
期待します。
（５）先にも記しましたが、今後ますます増加するシ
ニア世代とくに定年後の方々を継続的なホールの
ファンになって頂くような工夫を望みます。

B

数値目標を上回る結果が出せたように思います。
成果を直ちに形にすることは難しいかもしれません
が、ホームページ等を通して成果報告を活発にし
ていただきたいと思います。

2


