
計画項目：☆ 完了項目：★ 変更項目：！

１ 経営 目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(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。

自主事業及び施設貸出事業
の最適な配分を考えた事業
運営、広報、舞台技術、施
設維持管理などの業務を行
い、機能を最大限に発揮す
る。

①組織内連携の取組と経営
強化
②財団全体での総合力発揮
の取組み
③社会的協働・連携による
取組み

①組織内連携と経営強化
■チケットセールス始動
□MMccでの貸館セール活動実施（内覧会：1回、資料配布：2
回）
□企業協賛金獲得　1,450万円以上

②財団全体での総合力発揮
■「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
る。
□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　各1件以上

③社会的協働・連携による取組み
□教育機関等の協働・連携企画　5団体以上（池辺館長を絡
めた形を含む）
□市内学校の職業体験受入れ　3件以上
□地元オーケストラ団体との協働・連携企画　1件以上
■グッズ販売に寄付のシステムを取り入れる。

①
★チケットセールス始動
★企業協賛金獲得活動始
動

③
★グッズ販売に寄附のシス
テム導入

★ ★ ★
③★職場体験受入＇市外：
田園調布雙葉高校（

★

②★10/11横浜美術館・大
佛次郎連携事業(シネマパ
イプオルガン)
★10/12大佛次郎記念館連
携事業＇シネマパイプオル
ガン（
③★職場体験受入＇市外：
横浜国大附属鎌倉中学校（

③★職場体験受入＇市内中
学校（

②★12/21　横浜美術館連
携事業　岡倉天心150周年

記念コンサート
★

③★インターン受入＇フェリ
ス女学院大学（

★

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

(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。

周辺の商業施設、専門文化
施設間の連携を図り、観光
振興や創造都市形成に向け
た取り組みに協力し、来館
者や来街者がホールのある
街を実感し、楽しめるよう
に努める。

①「横浜文化中心」戦略
②ビフォア・アフターコン
ベンション対応の充実
③文化施設連携事業の展開
④商業連携の推進
⑤当日参加可能事業の情報
発信
⑥パブリシティの強化

①「横浜文化中心」戦略
□近隣マンション自治会への協力・情報提供
　　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（秋まつりなど）
　　西区役所を通じた区内転入者へのチラシ配付　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
□他の専門施設との連携事業提供　年2回以上

②ビフォア・アフターコンベンション対応の充実
■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文化施設連携事業の展開
□他の専門施設との連携事業提供　　年2回以上

④商業連携の推進
□クイーンズスクエア等とのイベント協力　　年2回
□ツイッターでの発信　　年間100ツイート

⑤パブリシティの強化（「プロモーションの充実」項目を参
照）

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加

②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席

④
★ツイッター発信26

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加

②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席

④
★ツイッター発信23＇累計
49（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加

②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席

④
★ツイッター発信36＇累計
85（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加

②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席

④
★ツイッター発信18＇累計
103（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加

②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席

④
★ツイッター発信23＇累計
126（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加

②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席

④
★ツイッター発信40＇累計
166（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加
②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席
④
★ツイッター発信41＇累計
207（
③★横浜美術館・大佛次郎
連携事業(10/11シネマパイ
プオルガン)
★大佛次郎記念館連携
＇10/12シネマパイプオルガ
ン（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加
②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席
④
★ツイッター発信71＇累計
278（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加
②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席
④
★ツイッター発信17＇累計
295（
③★12/21　横浜美術館連
携事業　岡倉天心150周年
記念コンサート

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加
②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席
④
★ツイッター発信21＇累計
316（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加
②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席
④
★ツイッター発信51＇累計
367（

①
★近隣マンション内設置の
チラシラックメンテナンス
★MMｃｃ世話人会への参加
②
★QSY広報委員会への出
席
★イベント連絡会への出席
④
★ツイッター発信36＇累計
403（

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

２ 事業 目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

（定量的指標）

世界的に評価の高い公演等
日本を代表するホールに相
応しい事業を充実する。

横浜芸術アクション事業と
も関連
（※鑑賞系事業について
は、基本的に顧客満足度が
高いため、MMHオリジナル
の事業を中心に顧客満足度
について目標設定。以降の
事業についても同様。）

①横浜アクション事業
・「井上＆サンクトペテルブルク響」
・「小曽根真＆ゲイリー・バートン」
・「本名徹次＆ベトナム国立響」
・「インバル＆都響」
・「Pヤルヴィ＆パリ管」
・「招待ピアノ特別演奏会」
・「ギルバート＆ニューヨークフィル」
・「Aデイヴィス＆BBC響」
・「熱帯JAZZ楽団」
・「アンサンブル・ウィーン＝ベルリン」
□顧客満足度　　80％以上
□合計入場者数　　16,000人

②クラシックファンに喜ばれる自主企画
・「NHK交響楽団横浜定期演奏会」
・「ジルヴェスターコンサート」
・「ヴェーラ弦楽四重奏団」
・「ファインデュオ」
・「オルガンリサイタル」
□合計入場者数　4,700人

①★4/21井上＆サンクトペ
テルブルク響 1,334

★

①★6/23小曽根＆ゲイ
リー・バートン1,786
＇累計3,120（

②★6/22ファイン・デュオ
226

★ ★
①★9/21本名徹次指揮
ベトナム国立響1,325
＇累計4,445（

①★10/4 Aディヴィス＆
BBC響1,409
　★10/5アンサンブル・
ウィーン＝ベルリン261
＇累計6,115（

＇★10/8お昼のプレミアムコ
ンサート1,239（

①★11/2・8インバル＆都響
1,749／1,414
　★11/3 熱帯JAZZ楽団
1,170
　★11/7 Pヤルヴィ＆パリ
管1,035
　★11/16・17 招待ピアノ特
別演奏会841／390
＇累計12,714（

②★11/23ファイン・デュオ
249
　★11/24 NHK交響楽団横
浜演奏会1,703
＇累計2,178（

②★12/8ヴェーラ弦楽四重
奏団279
　★12/31ジルヴェスターコ
ンサート1,920
＇累計4,377（

★

①★2/15ギルバート＆
ニューヨークフィル1,576
＇累計14,290（
②★2/14オルガンリサイタ
ル330
＇累計4,707（

①★3/9インバル＆都響
1,638
3/16インバル＆都響1,736
＇累計17,664（

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

個性を発揮し、様々な人に
継続して来館してもらえる
よう、創意工夫を凝らした
公演等を提供する。

月一度などの定例事業を実
施して、継続来館を促しつ
つ、マンネリ化しない企画
力を維持する

①多様な音楽ジャンルイベント
・ジャズ「小曽根真＆ゲイリー・バートン」
・ジャズ「熱帯JAZZ楽団」
・邦楽「デーモン閣下の邦楽維新コラボレーション」
・邦楽「邦楽ワークショップ」 WS2回
・洋楽「ヤングアメリカンズ」 公演1回　WS3日間
□5公演合計入場者数　　5,300人
□3ワークショップ合計参加者数　　300人

②鑑賞者育成のための入門事業とした定期的な低料金コン
サート
・「オルガン1ドルコンサート」 年8日
・「みなとみらいクラシック・クルーズ」　年6日
・「みんな集まれ！おんがくひろば」　年6日
□合計入場者数　17,000人

②★4/9みなクル 694/477
　★4/25１ドル 919

①★ヨコハマ・ジュニア・ビッ
グバンド開始

②★5/23１ドル 971
　★みんな集まれ♪おんが
くひろば 113
＇累計3,174（

①★6/23小曽根真＆ゲイ
リー・バートン 1,786

②★6/25みなクル
1628/1396
　★6/27 １ドル 1164
　★6/27 夜も1ドル 910
　＇累計8,272（

①★(WS)7/1 みんな集まれ
♪おんがくひろば　96

②★7/25 １ドル 1,277
　★7/1 みんな集まれ♪お
んがくひろば　96
＇累計9,645（

①★ヤングアメリカンズWS
300
＆8/22公演 1,307
(累計3,093)

②★9/17みなクル863/685
　★9/26 １ドル1,030

　★9/2みんな集まれ♪お
んがくひろば165
＇累計12,388（

②★10/24みなクル
779/591
　★10/10 みんな集まれ♪
おんがくひろば158
＇累計13,916（

①★11/3熱帯JAZZ1,170
　★11/3SuperBigBand 178
＇累計4,441（
②★11/21 １ドル1200
＇累計15,116（

★

②★1/10みなクル713/489
　★1/23 １ドル1,265/477
　★1/24みんな集まれ♪お
んがくひろば162
＇累計18,222（

①★2/10邦楽WS　15/23
＇WS累計434（

②★2/21みんな集まれ♪お
んがくひろば122
＇累計18,344（

①★3/2三橋貴風 邦楽コラ
ボ 921(累計 5,362)
②★3/6みなクル　677/540
　★3/20１ドル
758

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

独自性の高い事業、国内外
から注目を集めるものを企
画制作する。

ホール独自の企画を立案
し、国内文化施設でも同様
なシリーズを実施してい
く。

①独自性の高い事業
「小ホールオペラシリーズ」
・「椿姫」
・「てかがみ」
□合計入場者数　600人
□2公演で若手歌手　6人以上起用

②現代作曲家シリーズ
「Just Composed 2014」
□新曲委嘱　1曲
□入場者数　200人

③「グレート・アーティスト・シリーズ」
□伊福部昭作品　　3曲紹介
□入場者数　　1,000人

④「シネマ×パイプオルガン」
□大佛次郎没後40周年記念連携事業　入場者数　700人
□他都市連携　1施設

①★4/5・6椿姫 392/392
　★若手歌手

★ ★ ★ ★ ★

④★10/12シネマパイプオ
ルガン443
　★10/11星空シネマ　246
美術館連携
＇シネマ×パイプオルガン累
計　689（
　★大佛次郎記念館連携
　★宮崎県立芸術劇場と石
川県立音楽堂との連携

★ ★ ★

②2/22JustComposedの楽
しみ方＇レクチャー（　35
③★2/27グレートアーティス
ト1,034

①★3/28・30てかがみ
240/292＇累計1,316（
　☆若手歌手

②★3/1Just Composed
162＇累計　197（

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

「横浜芸術アクション事
業」の本格実施する。

①若手育成のオペラプログ
ラム（ホールオリジナル・
オペラ事業）
②世界的な芸術性の高い
オーケストラ公演
※横浜市の予算次第

①横浜オリジナルオペラ事業
「Yokohama Hands-on Opera Project」
・Pヤルヴィ指揮「フィデリオ」
・沼尻竜介作曲新作委嘱作品「竹取物語」
□合計入場者数　4,000人

②「音祭り」オープニング事業
□入場数　満席

★ ★ ★ ★ ★

②★9/20音祭りオープニン
グ
須川展也指揮横浜音祭り吹
奏楽団 1197/満1308

★
①★11/28・30フィデリオ
1,648／1,607

★
①★1/18竹取物語1,142
＇累計4,397（

★ ★

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

目標項目

(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。

平成２５年度　横浜みなとみらいホール  第２期　指定管理者業務計画完了確認表
完了

年間
（定量的指標）

＇1／4（



若い音楽家の育成や支援を
取組む。

①小ホールオペラシリーズ
□若手歌手起用　6人以上
□若手歌手を学校に派遣　2校

②現代作曲家シリーズ
□若手作曲家を登用し新曲委嘱　1曲
□入場者数　200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みんな集まれ！おんがくひろば
□若手演奏家　6人登用
□合計入場者数　1,000人

④邦楽ワークショップ
□2回

①★4/5・6「椿姫」392/392
　★若手歌手起用

③★5/28みんな集まれ♪お
んがくひろば 113
　★若手演奏家起用

★

③④★7/1みんな集まれ♪
おんがくひろば96
＇累計209（
　★若手演奏家起用

★

①★若手歌手学校派遣
9/24鴨志田中
③★9/2みんな集まれ♪お
んがくひろば165
＇累計374（
　★若手演奏家起用

①★若手歌手学校派遣
10/7,23鴨志田中 10/25岩
井原中
③★10/10みんな集まれ♪
おんがくひろば158
＇累計532（
　★若手演奏家起用

★ ★

③★1/24みんな集まれ♪お
んがくひろば162
＇累計694（
　★若手演奏家起用

③★2/21みんな集まれ♪お
んがくひろば122
＇累計816（
　★若手演奏家起用

④★2/10邦楽WS　15/23

★①3/28・30 「てかがみ」
240/292(累計　1,316)
　☆若手歌手起用

②★現代作曲家シリーズ
3/1Just Composed 162＇累
計　197（

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

芸術家や音楽と市民をつな
ぐ人材の育成に取組む。

音楽社会に貢献する人材育
成を育てている。

①「コンサートを作ろう」企画修了生による協力イベント
□3企画実施
□合計入場者　210人
□顧客満足度　80％以上

②「コンサートを作ろう 2期生」募集
□申込人数　20人

③音楽大学リレーションシッププログラム
□提携大学　4大学

④NPO法人との連携事業
□提携NPO法人　5団体

⑤オルガニストインターン
□1名育成
□演奏会起用　2名

④★4/15・16ゴールデン
ウェーブ

⑤★オルガニストインターン

④★ハマのJACK コンチェ
ルトソリストオーディション

⑤★オルガニストインターン

④★6/16ハマのJACK 金の
タマゴ

⑤★オルガニストインターン

⑤★オルガニストインターン ⑤★オルガニストインターン ⑤★オルガニストインターン ⑤★オルガニストインターン ⑤★オルガニストインターン

③★12/20昭和音大「メサイ
ア」

⑤★オルガニストインターン

⑤★オルガニストインターン ⑤★オルガニストインターン ⑤★オルガニストインターン

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

(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。

子ども対象の音楽による創
造活動の体験の機会を施設
内外で提供する。また、障
害のある子どもや介助を必
要とする子どもなどへの取
り組みを行う。

横浜市内の小学校全てが参
加する「心の教育ふれあい
コンサート」を中心として
様々なバリエーションを開
発する。

①季節ごとの子ども向け事業
・「みんな集まれ！おんがくひろば」（未就学児対象）年6
回
・「子どもの日コンサート」
・「ハマのJACK 金の卵」
・夏休みわくわく遊音地」
・「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」
・「子ども向けオペラ」
□合計入場者数　40,000人
□顧客満足度　80％以上

②「熱帯JAZZ楽団」
□子どもビッグバンド　参加子ども数　20人

③障がいのある子ども向けオルガンワークショップ
□年2回

■音楽専科教員との連絡体制を整え、相互の信頼関係強化
□定期的な情報発信　年4回

★

①★5/5こどもの日コンサー
ト 1603/1413
　★5/3・4・5・6・19ハマの
JACKコンチェルトソリスト
オーディション
　268/92/84/118/126
　★5/28みんな集まれ♪お
んがくひろば 113
＇合計3,818（

①★6/16　金の卵見つけま
した　415
＇累計　4,233（
③★6/7・12盲特別支援学
校オルガンワークショップ

①★7/1みんな集まれ♪お
んがくひろば　96
＇累計4,329（

①★8/1-7わくわく遊音地
6,093
＇累計10,422（

①★9/2みんな集まれ♪お
んがくひろば 165
　★9/4　0歳からのオルガ
ン・コンサート 1,224/759
　★9/10-12心の教育ふれ
あいコンサート　10480
＇累計23,050（

①★10/10みんな集まれ♪
おんがくひろば158
　★10/1-4,30-31心の教育
ふれあいコンサート　20,819
＇累計44,027)

①★11/5心の教育ふれあ
いコンサート　3,486
＇累計47,513（
②★11/3みなとみらい
SuperBigBandコンサート開
催　出演者17名

★
①★1/24みんな集まれ♪お
んがくひろば162
＇累計47,675（

①★2/21みんな集まれ♪お
んがくひろば122
＇累計47,797)

★

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

(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。

多様なアウトリーチ等の研
究をし、社会貢献する。

□小学校向けアウトリーチ事業　3校
□障がい者施設向けアウトリーチ事業　1校

□これからの鑑賞者向け入門事業　障がいのある方の総参加
者数　年間のべ70人
□自主企画に障がい者割引料金設定　80％以上
□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」
□総入場者数　250人
□街の音楽院　3回
□その他レクチャー（コンサート）　3回

★ ★
★盲特別支援学校ＷＳ
★6/30街の音楽院 63

★ ★
★9/24鴨志田中アウトリー

チ

★10/7,23鴨志田中アウト
リーチ

★10/25岩井原中アウト
リーチ

★10/27街の音楽院48

★11/7,8青葉台小アウト
リーチ

★11/13上郷小アウトリーチ
★

★1/24本牧小アウトリーチ
＇支援学級（

★2/18荏子田小アウトリー
チ

★2/10街の音楽院　15
★街の音楽院～コンサート
を作ろう2/8,16,22 延べ65

＇累計191（

★3/14けいゆう病院アウト
リーチ

★3/29街の音楽院54
★街の音楽院～コンサート
を作ろう3/1,8,15,22,29 延べ

69
＇累計314（

□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
□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」
□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

主催事業の記録化、横浜み
なとみらいホール公演情報
の整理。

-
□主催公演の写真記録　100％
□主催公演の映像記録　50％
□主催公演の音声記録　70％

★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録

□写真記録実施　100％
□映像記録実施　74％
□音声記録実施　71％

音楽情報や国内外の芸術家
や機関とのネットワークを
活用し、市民の音楽活動へ
のコーディネーター機能の
発揮。

□市民音楽活動に役立つ講演会等　3回 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ □市民音楽活動に役立つ講演会等　３回

３ 施設の運営事業 目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

（定量的指標）

柔軟に対応して、市民の創
作活動・発表の場として広
く認知されるように取り組
む。

①パブリシティの強化【再
掲】

□音楽練習室やレセプションルーム等の内覧会　1回
□資料配布によるPR　年2回 ★ ★

★6/25MMccで大小ホール
以外の施設利用案内資料
配布

★
★貸館チラシの作成・財団
各施設配布

★
★広報よこはま10月号貸館
案内広告掲載

★ ★ ★
★2/7利用者懇談会と同時
開催でレセプションルーム
の内覧実施

★
□音楽練習室やレセプションルーム等の
内覧会　１回
□資料配布によるPR　年４回

クラシック音楽以外の公演
を提供し、音楽を楽しむ層
の拡大に取り組む。

□クラシック音楽以外の音楽利用　20公演以上 ★ ★5/30大H＇映画音楽（ ★ ★ ★
★9/18小Ｈ＇ホーメイ（
★9/23大Ｈ＇タンゴ（

★10/12大Ｈ＇シネマ＆オル
ガン（
★10/13大Ｈ＇JAZZ)
★10/27大Ｈ＇アニソン（

★11/3大Ｈ＇ＪＡＺＺ（
★11/13大Ｈ＇ポップス（

★12/23レセプションルーム
＇インド古典音楽（

★ ★ ★3/8小Ｈ＇邦楽（
□クラシック音楽以外の音楽利用　14公
演

来館者に心地よい適切な環
境が提供され、日本を代表
するコンサートホールに相
応しいと感じられる、質の
高いサービスを安定的に提
供する。

①利用者懇談会
②直営レセプショニスト
サービス

□利用者懇談会　年1回
□顧客・潜在顧客アンケート実施　年間120件回収
□レセプショニスト研修の実施
　新採用時　4日間
　フォローアップ　採用後6カ月後1回
　チーフ　年1回
　コーチャー　年1回
　全体研修　年1回
　避難訓練　年2回以上
□施設予約システム更新　年度内完了

★新採用レセプショニスト研
修＇4/21、23～25（
★予約システム仕様作成

★レセプショニストコー
チャー研修(5/22)
★予約システムブロポーザ
ルコンペ公募開始

★
★予約システム委託業者決
定

★レセプショニスト全体研修
(8/26)

★9/24避難訓練コンサート
★レセプショニスト フォロー

アップ研修(10/6、17)
★ ★ ★

★予約システム実地テスト
★レセプショニスト チーフ研
修(2/1)
★2/7利用者懇談会
★2/18避難訓練

★予約システム更新

□利用者懇談会　年１回
□顧客・潜在顧客アンケート実施　年間
54件回収
□レセプショニスト研修を予定どおり実施

(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。

(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。

(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。

＇2／4（



施設の貸出について、音楽
専門ホールとしての特性を
前提としつつ利用促進に取
組む。

①従来の概念にとらわれな
い様々な”場”の開発

□コンサートでのレセプションルーム単独利用
　年8件
□利用室
　大ホール：97％
　小ホール：98％
　リハーサル室：49％
　レセプションルーム：24％
　音楽練習室：78％
□公開リハーサル・ロビーコンサート　各3回

★利用率
大ホール　93％
小ホール　100％
リハーサル室　24％
レセプションルーム　19％
練習室　64％

★利用率
大ホール　85％
小ホール　97％
リハーサル室　24％
レセプションルーム　17％
練習室　63％

★利用率
大ホール　83％
小ホール　100％
リハーサル室　23％
レセプションルーム　14％
練習室　60％
★ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ単独利用
6/12

★利用率
大ホール　100%
小ホール　97%
リハーサル室　55%
レセプションルーム　25%
練習室　93%
★7/10ロビーコンサート
★ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ単独利用
7/21

★利用率
大ホール 100％
小ホール 100％
リハーサル室 44％
レセプションルーム 23％
練習室 72％

★利用率
大ホール 100％
小ホール 96％
リハーサル室 42％
レセプションルーム 7％
練習室 61％
★ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ単独利用
9/8

★利用率
大ホール 100％
小ホール 100％
リハーサル室 50％
レセプションルーム 14％
練習室 71％
★ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ単独利用
10/12,26

★利用率
大ホール 100％
小ホール 100％
リハーサル室 68％
レセプションルーム 48％
練習室 85％
★ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ単独利用
11/12,23

★利用率
大ホール 100％
小ホール 96％
リハーサル室 43％
レセプションルーム 28％
練習室 70％
★ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ単独利用
12/12,22,23

★利用率
大ホール 100％
小ホール 96％
リハーサル室 38％
レセプションルーム 22％
練習室 75％

★利用率
大ホール 96％
小ホール 100％
リハーサル室 67％
レセプションルーム 49％
練習室 72％

★利用率
大ホール 100%
小ホール 100%
リハーサル室 76%
レセプションルーム 37%
練習室76%
★ロビーコンサート3/14実
施、公開リハーサル3/20実
施

□コンサートでのレセプションルーム単独
利用
　年10件
□利用室
　大ホール：97％
　小ホール：98％
　リハーサル室：46％
　レセプションルーム：25％
　音楽練習室：78％
□公開リハーサル・ロビーコンサート　各
４回

利用者のニーズ、満足度等
を把握し分析を行い、事業
の企画や運営の改善をす
る。

利用者ニーズや満足度に基
づく各種サービスを実施
し、快適で、親近感・信頼
感を持って頂けるホールづ
くりを目指します。また、
これら満足度の高いサービ
スの展開により新たな来館
者を取り込んでいきます。

□すべての自主事業において、鑑賞者・参加者アンケート実
施　　平均顧客満足度90％
□レセプショニスト・マネージャーミーティングの実施 ★顧客満足度91.5％ ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ5/15 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ6/17 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ7/17 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ8/19 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ9/13 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ10/15 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ11/15 ★ ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ1/29 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ2/25 ★ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ3/26

□平均顧客満足度92.4％
□レセプショニスト・マネージャーミーティ
ング10回

施設見学の希望に対して
は、利用者の妨げとならな
いよう配慮した上で、可能
な限り対応する。

①顔が見えるホール運営
□利用下見会　年2回実施
□通常のホール利用下見対応　年80件

★大ホール下見会実施
(4/14)
★下見対応6件

★下見対応12件
＇累計18件（

★下見対応6件
＇累計24件（

★下見対応10件
＇累計34件（

★下見対応5件
＇累計39件（

★下見対応8件
＇累計47件（

★下見対応9件
＇累計56件（

★下見対応2件
＇累計58件（

★下見対応3件
＇累計61件（

★下見対応7件
＇累計68件（

★下見対応6件
＇累計74件（

★下見対応5件
＇累計79件（

□利用下見会　年２回
□通常のホール利用下見対応　年112件

【音楽等に関連する物品等
の販売】横浜みなとみらい
ホールの発信性を高め、音
楽文化の振興に寄与する商
品を揃え、ショップ等で販
売します。

①ブランディング戦略

ショップでの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
■ショップ内容イメージチェンジ

★ ★
★オリジナルグッズ新規開
発1点

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ショップでのホールオリジナルグッズ
□新規開発1点
□売れ筋商品である文具類のなかで、お
客様からの要望が多い、一筆箋やカード
の類を15種増やし、売上増につなげまし
た。

【公演に関する問い合わせ
やチケット販売の窓口の提
供】
公演等に関する問合せや相
談に応じ、主催公演や横浜
みなとみらいホールの公演
等のチケットを販売する窓
口を設けます。

専門業者に委託 □チケットの市民先行販売　3公演以上取扱い ★ ★
★市民先行販売2公演
＇11/16・11/24（

★ ★
★市民先行販売2公演
＇12/18、12/31（

★ ★ ★ ★ ★ ★
□チケットの市民先行販売　４公演取扱
い

【飲食の提供】
主催者の求めに応じ、公演
開催時には飲料等の飲食
サービスを提供できる体制
を用意する。

専門業者に委託 ■効率的かつ効果的営業形態の検討 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

【託児サービスの提供】
託児サービスの提供をす
る。

専門業者に委託
□HP等を活用した託児サービスの周知　年2回以上
□託児サービス利用者向けアンケート実施　年2回以上 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★広報よこはま11月号託児
設備広告掲載

★ ★ ★ ★

□HP等を活用した託児サービスの周知
年２回
□託児サービス利用者向けアンケート実
施　年２回

【プロモーションの戦略的
取り組み】
適切な商圏・対象層の設
定、媒体の選択を行い、効
率的・戦略的プロモーショ
ンに取り組む。

①広報、マーケティング戦
略の再構築
②プロモーション戦略

□友の会会員増加策としてキャンペーン実施
　会員数　2,500名

□市民優遇措置として先行販売実施　3公演

□各媒体への情報掲載　月間70件

□公開リハーサル・ロビーコンサート実施　各3回

★会員数2,375 ★会員数2,345

★会員数2,338
★市民先行販売2公演
★媒体への情報掲載
★7/10：MMCJﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ
①
★7/14：MMCJ公開ﾘﾊｰｻﾙ
①

★会員数2,360
★会員数2,349

★会員数2,356
★広報よこはま9月号：友の
会入会ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ広告掲載
★9/20～12/20：友の会入
会ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施
★市民先行販売２公演
＇12/18、12/31（

★会員数2,334
★9/20～12/20：友の会入
会ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施。

★会員数2,373
★9/20～12/20：友の会入
会ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施。
★神奈ﾌｨﾙ公開ﾘﾊｰｻﾙ②

★会員数2,433
★神奈ﾌｨﾙ公開ﾘﾊｰｻﾙ③

★会員数2,484
★会員数2,480
★2/12 ロビーコンサート

★会員数2,485＇3月末DM発
送時点では2,502名（
★神奈ﾌｨﾙ公開ﾘﾊｰｻﾙ④

□会員数　2,502名
□市民優遇措置として先行販売実施　４
公演
□各媒体への情報掲載　月間70件＇計
992件（
□公開リハーサル・ロビーコンサート実施
各４回

【Webツールを用いた取り組
み】
Webツールを活用し、施設案
内や公演情報だけでなく利
用者が必要とする様々な情
報を、見やすく使いやすい
形で提供する。

①パブリシティの強化【再
掲】
②オウンドメディアの活用

□冊子版コンサートカレンダー発行　4回
□ウェブサイト総ページアクセス数　月間23万件
□メールマガジン発行　月2回
□ツイッターフォロワー数　1,500件
□WEB上の読み物ページ　年4回掲載
□WEB上でのチケット購買率　10％

★総ページアクセス数：
195,234
★メルマガ：0回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★コンサートカレダー発行
★総ページアクセス数：
197,125
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
★オーケストラベラー掲載
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
205,718
★メルマガ：1回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
208,827
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★コンサートカレンダー発行
★総ページアクセス数：
192,377
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
★オーケストラベラー掲載
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
220,792
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
228,754
★メルマガ：1回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★コンサートカレンダー発行
★総ページアクセス数：
248,084
★メルマガ：1回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
228,843
★メルマガ：1回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
205,186
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★コンサートカレンダー発行
★総ページアクセス数：
193,674
★メルマガ：2回発行
★ツイッターフォロワー
★WEBでのチケット購買率

★総ページアクセス数：
200,620
☆メルマガ：1回発行/3月
★ツイッターフォロワー約
2550件
★WEB上での読み物5本/
年
★WEBでのチケット購買率
13％＇枚数（、20％＇金額（
＇いずれも速報。チケットセ

□冊子版コンサートカレンダー発行　４回
□ウェブサイト総ページアクセス数　月間
平均　210,436件
□メールマガジン発行　年13回
□ツイッターフォロワー数　2,550件
□WEB上の読み物ページ　年５回掲載
□WEB上でのチケット購買率
　枚数11％、売上18％

(1) 施設の休館日
大規模修繕、緊急修繕に対
応できる休館日設定の見直
し

■貸出状況や施設昨日維持に配慮した休館日設定。
□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回の休館日とする。

★営業日数
大ホール　28日
小ホール　28日
＇施設点検日2日（

★営業日数
大ホール　29日
小ホール　29日
＇施設点検日2日（

★営業日数
大ホール　27日
小ホール　28日
＇施設点検日2日（

★営業日数
大ホール　27日
小ホール　29日
＇施設点検日23日（

★営業日数
大ホール　24日
小ホール　26日
＇施設点検日5日（

★営業日数
大ホール　29日
小ホール　28日
＇施設点検日2日（

★営業日数
大ホール 30日
小ホール 30日
＇施設点検日1日（

★営業日数
大ホール 29日
小ホール 29日
＇施設点検日1日（

★営業日数
大ホール 30日
小ホール 27日
＇施設点検日1日（

★営業日数
大ホール 25日
小ホール 26日
＇施設点検日3日（

★営業日数
大ホール 24日
小ホール 24日
＇施設点検日3日（

★営業日数
大ホール 29日
小ホール 29日
＇施設点検日2日（

□高い稼働率のなか休館日を28日確保。
10～12月のコンサートシーズンについて
は、柔軟な対応を行いました。

(2) 施設の開館時間 ■条例に基づき、利用者の利用条件に配慮する。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(3) 利用料金等
経費拡大に伴う、料金適正
化検討

■条例に基づいた、適切な料金徴収。
■減免利用に関するガイドライン再整備。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(4) 施設利用の貸出業務
■利用者ニーズにしつつ、条例・規則に基づいた貸出。
■撮影等の利用にも柔軟に対応する。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(5) 貸出に関する留意事項
■条例・規則に基づいた、設置目的や利用者の安全に配慮し
た貸出。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

４ 施設維持管理 目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

（定量的指標）

日本を代表するコンサート
ホールとしての水準を維持
する適切な管理を行いま
す。

大規模修繕計画を策定す
る。開館日や営業率、収支
見直しを含めて政策協議
し、情報公開する

①楽器類の定期的メンテナンス
□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

②施設管理業務委託
■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

③修繕・危機管理
■横浜市との連携による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・情報収集
■QSYや横浜市と連動した危機管理実施のため、会議・対応
等に参加
□過失事故　0件

①★4/22 練習室ピアノ定
期調律
②★東京舞台照明・東急コ
ミュニティーに委託
③★過失0件

①★5/27練習室ピアノ定期
調律
②★東京舞台照明・東急コ
ミュニティーに委託
★5/29：QSY防火防災管理
協議会

★6/24練習室ピアノ定期調
律

★7/16練習室・楽屋ピアノ
保守

★8/12練習室ピアノ定期調
律
★8/14・15スタインウェイ1
号機＇小H（・スタインウェイ3
号機＇RH室（、ヤマハＣⅢ保
守

★9/9練習室ピアノ定期調
律

★10/15練習室・楽屋ピアノ
定期調律

★11/11練習室ピアノ定期
調律

★12/9練習室ピアノ定期調
律

★1/14練習室ピアノ定期調
律
★1/27-30オルガン保守

★2/3練習室・楽屋ピアノ定
期調律
★2/5,6ベーゼンドルファー
保守

★3/10練習室ピアノ定期調
律
★3/11,12スタインウェイ6号
機＇大Ｈ（、7号機＇小Ｈ（保
守★3/30,31スタインウェイ
５号機＇大Ｈ（保守

①楽器類の定期的メンテナンス
□パイプオルガン　年１回
□コンサートピアノ　各年１回
□練習室ピアノ　年12回
□リハーサル室ピアノ　年２回
□楽屋ピアノ　年３回
③修繕・危機管理
□過失事故　０件

★3/14 QSY管理組合

★3/3小H客席椅子保守
★3/3舞台機構保守

★9/13 QSY管理組合

★9/9小H客席保守

★10/11 QSY管理組合

★10/15大H照明保守

★11/15 QSY管理組合

★11/11大H客席保守
★11/11大・小H照明保守

★12/13 QSY管理組合

★12/9舞台機構保守
★1/17 QSY管理組合

★2/14 QSY管理組合

★2/3-5音響保守
★2/17・19大H照明保守
★2/24小H照明保守

★大ホール客席椅子保守

★5/11　QSY管理組合事務
局会議

★6/14 QSY管理組合事務
局会議

★6/10・11大H照明保守
★6/24小H照明保守

★7/12 QSY管理組合事務
局会議

★7/8大H客席椅子保守
★7/8舞台機構保守

★8/16 QSY管理組合事務
局会議
★8/23 QSY BAシステム更
新検討専門部会

★8/12-14音響保守

(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。

※プロモーションの充実

※条例の遵守

★4/12 QSY管理組合事務
局会議

※施設維持管理業務

・施設：法令に則った管理
を実施。
・設備：日常点検、定期点
検、法定点検等を行ない性
能の維持に努める。
・舞台設備：定期点検等を
行ない、性能を維持。
・客席椅子：大、小ホール
の定期点検等を実施。
・備品：運営に支障をきた
さぬよう、定期点検、保守
点検等により、適切な状態
を維持。

・他棟エリアに設備があ
る、ライフラインや躯体の
所有者が異なるが機能維
持・管理責任を負う、QSY
一体としてビル管理が組ま
れている等、QSY管理組合
や他棟と連携して管理業務
を行う必要がある。

■QSY管理組合事務局会議、管理者打合せ　都度参加
■年間計画に従った設備関係の点検・定期整備。
□客席定期保守（大ホール）　年2回
□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
□設備・舞台スタッフとの小破修繕会議　年6回

□客席定期保守＇大ホール（年２回
□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
□都度打ち合わせを行い、情報交換や連
絡を密にし、連携を図ることにより、年間
23件の小破修繕を実施し、大規模修繕の
提案も行いました。

(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。

＇3／4（



※環境維持管理業務

適正な環境維持に努めると
ともに、環境に配慮したエ
コにつながる運営も取り入
れていきます。

□空気環境測定　年6回
□照度測定　年2回
□こ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1回以上

★空気環境測定 ★
★空気環境測定
★エコにつながる提案
＇LED電球の導入（

★ ★空気環境測定 ★ ★空気環境測定 ★照度測定 ★空気環境測定 ★
★空気環境測定
★照度測定

★
□空気環境測定　年６回
□照度測定　年２回
□エコにつながる提案　年２回

※保安警備業務
QSYの一員として、有人警
備が規定されている

■専門業者に委託（入札）
★協立管財システムに委託
＇入札による（

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※駐車場・搬入口管理業務

駐車場・搬入口の使用にあ
たっては、当該区域を所有
者から借用しなければなら
ない

□駐車場・搬入口での過失事故　年間0件 ★過失0件 ★過失0件 ★過失0件 ★過失0件 ★過失0件 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
□駐車場・搬入口での過失事故　年間０
件

※６階屋上庭園の取り扱い
所有者が異なる。専有利
用。

□植栽の手入れ　年5回
■植栽や屋上の劣化状況把握のため、目視確認　随時
■荒天後の安全点検実施。

★植栽手入れ
★荒天時の安全点検

★ ★植栽手入 ★ ★植栽手入 ★ ★植栽手入 ★ ★ ★ ★ ★植栽手入れ □植栽の手入れ　年５回

※防災等

QSY共同防火・防災管理協
議会の一員として、他棟と
の連携とシステムを維持す
る

□QSY防火防災管理協議会 会議参加　年2回
□防災管理自主点検　毎日
□防災設備点検　年1回
□消防訓練・防災訓練　年2回以上

★防災管理自主点検
★5/30 QSY防火防災管理
協議会

★ ★ ★8/31避難訓練 ★9/24避難訓練コンサート ★ ★ ★ ★ ★ ★

□QSY防火防災管理協議会 会議参加
年２回
□防災管理自主点検　毎日実施
□防災設備点検　年１回
□消防訓練・防災訓練　年３回

※緊急時の対応
■防災マニュアル、危機管理マニュアル常備。
■携帯電話、携帯メール情報を盛り込んだ緊急連絡網常備。 ★緊急連絡網整備

★防災・危機管理マニュア
ル見直し

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※電気主任技術者の配置
QSYの電気主任技術者を追
認する

■QSY管理組合の電気主任技術者を追認。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※建築物環境衛生管理技術
者の配置

専門業者に委託 ■統括管理業者に技術者を置く。 ★東急コミュニティー ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※ボイラー技師（２級以
上）の配置

専門業者に委託 ■当館にはボイラー設備がないため、配置しない。 - - - - - - - - - - - -

※甲種防火管理者および防
災管理者の配置

■指定管理者の職員が資格を取得。 ★経営グループ長 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

※条例で定める業務以外で
施設を使用する場合

目的外使用の申請 ■条例および規則に基づき、都度適正な手続きを行う。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

５ その他の業務 目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

（定量的指標）

政策経営協議会の開催

想定されている課題
①大規模修繕計画策定
②大規模災害対策。
③電力不足等による事故対
応
④政策や社会情勢にあわせ
た軌道修正による、長期に
わたり効果的な運営、事業
展開

□政策経営協議会の実施　年4回
■大規模修繕計画策定 ★大規模修繕案件整理

★大規模修繕要望事項集
約

★大規模修繕要望提出 ★
★8/27政策経営協議会
＇大規模修繕情報共有（

★ ★ ★11/5 政策経営協議会 ★
★1/28政策経営協議会開
催

★ ★3/17政策経営協議開催 □政策経営協議会の実施　年４回

計画の策定及び業務報告 □年間業務計画・年間業務報告の情報公開　各1回 ★準備 ★ ★業務報告提出 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★業務計画書策定 ★ ☆業務報告書作成
□年間業務計画・年間業務報告の情報
公開　各１回

業務評価
□PDCAサイクル徹底のための自己評価・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
アリング実施。

★前年度期末振り返りまと
め

★ ★ ★ ★8/28外部評価委員会 ★ ★中期振返り ★ ★ ★ ★ ☆期末振返り
□PDCAサイクル徹底のための自己評
価・横浜市評価　年２回

収入（収入向上及び外部資
金導入の努力）

・適切な運営資金の確保
・幅広い事業活動の展開に
よる更なる収入の獲得

□企業協賛金収入　14,550千円
□ショップ収入　前年度比3％増 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★8/1スポンサー感謝会 ★協賛活動、販促活動 ★協賛活動、販促活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動 ★協賛活動

□企業協賛金収入　15,809千円
□ショップ収入　前年度比3.9％増

支出(適切な支出配分、コス
ト削減への努力)

・新規事業費の計上、人的
体制の整備
・広報・宣伝費の強化
・点検・設備改修維経費の
確保

□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。

★残業時間前年度比26％
減

★残業時間前年度比35％
減

★残業時間前年度比23％
減
★既存取引の見直し

★残業時間前年度比31％
減

★残業時間前年度比41％
減

★残業時間前年度比17％
減

★仮決算による見直し
★残業時間前年度比
11％減

★残業時間前年度比
5％減

★残業時間前年度比
29％減

★残業時間前年度比
22％減

★残業時間前年度比
22％減

★残業時間前年度比
11％減

□事務室スタッフの残業時間　前年度比
22.7％削減

６ 組織に関する業務の
基準

目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

（定量的指標）

明確な責任体制の構築
■グループ毎の業務分担表作成・組織内での共有
□組織内意思決定として、企画運営会議　月3回

★業務分担表作成
★企画運営会議5回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議2回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議3回

★合同企画運営会議1回
★企画運営会議2回

★合同企画運営会議
★企画運営会議

□組織内意思決定として、企画運営会議
３回～４回/月 開催

専門人材の確保と高い専門
性を発揮できる組織

■各専門性に応じた適正な人員配置
■OJTやMBOによる人材育成
（求められる能力：音楽事務所やアーティスト、市民団体と
のコミュニケーション能力・コーディネート力。音楽事業の
企画・立案力や音楽専門知識。必要な法令や財団の例規を理
解した適切な対応力。対外調整力とコミュニケーション能
力。建築物や設備・ビル管理についての基本的知識。）

★MBOシート作成 ★MBO面談 ★ ★ ★ ★ ★MBO中間振り返り・面談 ★ ★ ★ ★ ★MBO期末振り返り・面談

(2) 人材の育成の取組み -
①人事評価制度の導入
②ジョブローテーション
③研修実施

■MBOによるOJTを実施し人材育成ツールとして活用。
■事務局研修へ積極的に参加させる体制の整備。

★新採用研修
★MBOシート作成

★MBO面談
★階層別研修参加

★公共建築物保全研修参
加
★ごみゼロ推進研修参加
★階層別研修参加

★階層別研修参加
★人権研修参加
★コンプライアンス研修参
加

★コンプライアンス研修参
加

★評価者研修
★新採用者フォローアップ
研修

★労務研修
★MBO面談

★コンプライアンス研修
★コンプライアンス研修
★経理研修

★ワークライフバランス研修
★評価者研修

★MBO面談 ★経理研修

７ 留意事項 目標の実践

特記（提案事項''要旨
''）
※「業務の基準」を上
回る提案事項や特に配
慮が必要な事項を中心

目標水準（年度計画） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

（定量的指標）

１　保険及び損害賠償の取扱い
■業務の基準に定められた内容で保険に加入する。
■事故発生時には必要な手続きをとり、適正な取扱いを行
う。

★保険加入 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

２　法令の遵守と個人情報保護
■コンプライアンス窓口を財団事務局に設置。
■個人情報取扱い説明会を新規採用者に都度実施。

★窓口を経営Ｇ長とする
★個人情報マニュアル周知

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★

個人情報ﾁｪｯｸ実施
★

個人情報ｾﾙﾌﾁｪｯｸ実施
★

個人情報ｾﾙﾌﾁｪｯｸ実施
★

個人情報ｾﾙﾌﾁｪｯｸ実施

３　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

■情報公開窓口を財団事務局に設置し、公の施設の管理者と
して情報公開に対し積極的に取り組む。

★窓口を経営Ｇ長とする
★請求０件

★0件 ★0件 ★0件 ★0件 ★0件 ★0件 ★0件 ★0件 ★ ★ ★

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情報共有をはかり、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する。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

５　その他
　(1)　適切な認可及び届出等
　(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
　(7)　法令の制定及び改正への対応

(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

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

(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。

★★ ★

＇4／4（


