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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. 古典芸能の専門館として「文化
芸術による魅力・活力の創出」の
一翼を担い、「古典芸能の総合的
な受・発信基地」としての役割を
果たす。

2. 「敷居の低い能楽堂」を継承
し、市民が文化芸術に触れ、豊か
な創造性をはぐくむことのできる
文化芸術活動の基盤整備を推進す
る。

◆（事業実施）公共文化施設として地域
社会へ貢献する・専門文化施設としての
芸術・学術性を追求する・古典芸能の振
興
◆（自主事業・貸館事業バランス）多様
なニーズに応えられる施設として、バラ
ンスのとれた自主事業と貸館事業の運営
を図る。
◆（施設運営）文化財保護と利用者サー
ビスの両立を心掛け、国内外の有料見学
ツアー誘致・体験講座の企画等による利
用率向上を目指す。
◆（施設管理）文化財保護と利用者サー
ビスの両立を図り、「安全」「安心」
「快適」な環境を提供し、高齢者・子ど
もたちにとっても「優しい施設」を目指
す。
◆（収支予算）「事業収益の確保」と
「経費の効率化」を図る。

Ｂ

専門文化施設ならではの芸術・学術的に
価値の高い事業として、世阿弥生誕650年
記念企画公演「時々の花」、日本･ベトナ
ム外交関係樹立40周年記念 特別企画公演
「再びの出会い 二つの国の雅楽」、横浜
能楽堂･沖縄県立芸術大学提携公演「琉球
舞踊 受け継がれる伝統-古典･雑踊･創作-
」、特別展「歌う 踊る 弾く-琉球張子・
豊永盛人の世界」を実施し、多くの新聞
の文化欄に大きく取り上げられるなど大
きな反響を呼びました。併せて、「バリ
アフリー能」「横浜狂言堂」「親子能楽
ワンダーランド」など社会的意義の強い
事業にも取り組み、公共文化施設として
の役割も十分に果たしました。運営面で
はニコニコ動画での狂言の公演の実験生
中継を実施し、ホームページやツイッ
ター等の広報ツールで、国内外への発信
に取り組みました。管理面では設備の経
年劣化進む中、日々の維持管理の中で、
「安心」「安全」「快適」を提供できる
ように努めました。地域防災でも関連機
関と連携を深め、西消防署、戸部警察署
より感謝状を贈呈されました。

Ｂ

　古典芸能の専門施設として、定期的な
普及公演や質の高い企画公演、特別公演
等が計画に従い実施されているほか、古
典の枠にとどまらない企画などにも挑戦
し、発信性の高い公演プログラムが実施
され、集客の面でも良好な結果が確認で
きました。
　また、能楽等の活動に幅広い市民が関
心を持ち裾野を広げる取り組みも着実に
行われました。
　情報発信では特にインターネットを活
用した積極的な取組みが行われるなど、
多様な層へのアピールが行われていま
す。
　施設運営の面では、概ね良好な利用状
況を維持しているものの、すべての貸室
が目標に達するよう引き続き利用促進に
努めてください。
　全般的には、横浜能楽堂に求められる
業務水準に応じた施設の管理運営が行わ
れているものと考えられますので、今後
も引き続き能楽堂の使命、役割に従った
施設運営が行われることを期待します。

Ｂ

　古典芸能の専門文化施設ならではの公
演、事業を行う一方、古典にとどまらな
いさまざまな自主事業を実施するなど、
多角的な視点で果敢な取組みを行ってい
る。このような取組みにより、多様な観
客層を取り込むことで能楽のすそ野の拡
大にも繋がっている。
　一方で、劇場のアーカイブ機能の面で
は、映像資料の活用が、検討すべき将来
課題と考えられる。
　総じて着実に目標を達成し、文化の発
信拠点としての役割を担っていると評価
できるので、今後も現状に甘んじること
なくさらに発展した取組みを進めていく
ことを期待する。

 

＜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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（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

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

・「横浜狂言堂」ではニコニコ動画で生配信を
６回実施し、普段能楽堂に足を運ばない新た
な層にもアプローチしました。　お客さまが購
入したチケットが児童養護施設等のこどもに贈
られるという「もう一枚のチケットプロジェクト」を
行い、25名のこどもが狂言を鑑賞しました。
・「バリアフリー能」では新たな取り組みとして、
聴覚障がい者向け施設見学会を実施しまし
た。従来の介助者1名無料、点字解説文、PSP
やiPadを利用した文字配信も継続して行いま
した。
・「夏休み親子能楽ワンダーランド」企画公演
「時々の花」第1回では、教育研究のため、横
浜国立大学の撮影に協力しました。
・企画公演「時々の花」第1回と特別公演では
横浜ベイホテル東急と協力したお食事付プラ
ンを実施しました。
・「時々の花」では世阿弥が『風姿花伝』にお
いて論じた各世代における「花」に焦点を当
て、若手・中堅・ベテランの演者により、その年
代に演じられることで魅力が発揮できる世阿
弥作品を上演しました。横浜能楽堂では初め
ての老女物の上演となりました。

・「琉球舞踊 受け継がれる伝統」は沖縄県立
芸術大学との提携公演として人気・実力を兼
ね備えた第一線で活躍する同大卒業生を選り
すぐって上演。横浜能楽堂委嘱作品として創
作舞踊「蜻蛉（あーけーじゅ）」を新作初演。並
びに同卒業生の豊永盛人氏に「しょんだう」の
面を新たにつくってもらい使用しました。
・日本・ベトナム外交関係樹立40周年特別企
画公演「二つの国の雅楽」ではルーツを同じく
し、共にユネスコの「世界無形遺産」にも登録
されている日本とベトナムの雅楽の共演。奈良
の大安寺に滞在していたベトナムの僧・仏哲
が伝えた「林邑八曲」の中から舞楽2曲を南都
楽所が上演したほか、仏哲の出身地であるフ
エのフエ宮廷伝統芸術附属雅楽団の出演が
実現しました。芸術院会員である芝祐靖氏に
日本・ベトナム合奏曲を委嘱し、新作初演しま
した。秋篠宮妃殿下にもご臨席賜りました。
大安寺や春日大社でも奉納演奏を行ったほ
か、奈良県庁や奈良市役所を表敬訪問し、奈
良県知事からの祝辞も届きました。
企画内容がフエでも注目され、２年に一度春
に開催されるフエ・フェスティバル（次回は平
成26年４月開催）に正式に招聘されました。
・券売率の年間平均は81.9％でした。

２　横浜能楽堂及び能楽等に関する情
報の提供

◆公演情報等の収集、提供。
◆ブログ、twitter 等の活用
◆国内外の古典芸能等の現状等を現地に
赴き、文化・観光の視点からの調査
◆調査研究の成果を基礎にした展示の開
催。

●新聞、雑誌への記事掲載年間24回
●ブログ年間24回更新、twitter月15回以上ツイート。
●国内1カ所、国外1か所調査します。
●公演関連企画の特別展、常設展等を開催します。

A

・新聞への記事掲載年間27回。（月平均2回
ペース）。情報欄やラジオなどの告知記事を
合わせると135回。
・特別展「歌う踊る弾く-琉球張り子・豊永盛人
の世界」では沖縄県立芸術大学出身で、琉球
張り子の伝統的技術を基に新たな世界を切り
開く豊永盛人氏により、『琉球人座楽并踊之
図』（沖縄県立博物館・美術館所蔵）を基に琉
球張り子を新たに製作し、「江戸上り」を再現し
ました。沖縄関連のwebサイトやファンページ
などにも情報が多数掲載されました。

Ａ

・新聞、ラジオ等での広報PR、演目に合わせ
た展示内容企画に加え、インターネットを活用
した公演の生配信など、積極的な取組みを
行っており、多様な層に向けた情報発信が行
われています。

３　能楽等の公演、練習その他の活動
の支援

◆「施設を利用したい」「稽古をしたい」「公
演・ワークショップを開催したい」という利用者
の「実現したい」をサポート

●スタッフのノウハウを活用した『利用者サポート』の実現
（公演事前準備支援、公演等創作支援、稽古場探し支援
など）

B

・「礼法」を初めて受け入れたほか「古典芸能
鑑賞会を実施したい」という利用者からの相談
で「狂言鑑賞会」実現までのサポートを行いま
した。また、「音まつり」登録におけるサポートも
行いました。

Ｂ

４　能楽等に関する地域との連携事業 ◆地元企業・実演家・関連団体・地域団体等
と連携した事業実施。

●横浜能楽連盟と協力して「横浜能」、ふるさと西区推進委
員会と共同主催として「かもんやま能」を開催します。 B Ｂ

●「普及公演-横浜狂言堂」を毎月第２日曜日に、普及公
演-バリアフリー能」「普及公演-夏休み親子能楽ワンダーラ
ンド」を各１回開催します。
●「普及公演-横浜狂言堂」券売率65％以上、「普及公演-
バリアフリー能」券売率50％以上、「普及公演-夏休み親子
能楽ワンダーランド」券売率65％以上。
●特別公演を１回開催します
　券売率65％以上
●企画公演「時々の花」、企画公演「琉球舞踊 受け継がれ
る伝統」を開催します。
券売率65％以上
●日本・ベトナム外交関係樹立40周年特別企画公演を開
催します。
券売率65％以上
●講座「この人百話一芸」を年2回開催します。
券売率65％以上
●「こども狂言ワークショップ～入門編」「こども狂言ワーク
ショップ～卒業編」「横浜こども狂言会」「初めての能楽教室
シリーズ」を開催します。
各教室・ワークショップとも定員の80％以上の参加率を目
指します。

◆幅広い層が鑑賞しやすいように条件整備
をした「普及公演」の実施
◆現代を代表する演者が出演する芸術性の
高い「特別公演」の実施
◆芸術性・学術性があり創造・発信性の高い
「企画公演」の実施
◆公演とは違った形で古典芸能を楽しめる
講座の実施
◆自らが体験する「教室・ワークショップ」の
実施
◆アジアを始めとした海外との古典芸能分野
での国際交流事業の実施。

A Ａ

Ａ
各委員の事業目標についてのコメントは別紙
参照

・能、狂言の定期的な普及公演と特別公演、
企画公演を着実に実施したほか、ベトナムと
日本の雅楽の競演、琉球舞踊、さらに両公演
での新作委嘱など、独自性のある企画にも取
り組むなど、多様な形で質の高い伝統芸能の
公演が行われました。
・これらの取組みを通じ、大人から子供までの
幅広い層に能楽等の魅力を伝えるとともに、
挑戦的な企画により発信力のあるプログラムが
組まれるなど、能楽及び能楽堂の魅力を内外
につたえることができています。
・このような成果が、集客面にも表れており、各
公演の券売率は高い水準を維持しています。
・さらに、専門性の高い講座、若い世代やこれ
まで能楽になじみのない方へのワークショップ
等の取組みも好調で、能楽やその周辺の文
化芸能に興味・関心を持つ市民の裾野を広
げ、さらに今後の活動の活性化につながること
が期待できます。
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（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

◆能舞台の制約を守りながら、能楽以外で
の利用にもできるかぎり施設を提供します。
◆開館時間：９時～22時（舞台・展示廊下見
学時間：９時～20時）
◆提案書に基づく利用料金の適切な徴収
◆施設点検日の十分な周知

●スタッフのノウハウを活用した『利用者サポート』の実現
（公演事前準備支援、公演等創作支援、稽古場探し支援
など）
●開館時間：９時～22時（舞台・展示廊見学時間：９時～20
時）
●提案書に基づき利用料金を適切に徴収します
●利用案内「橋がかり」等で十分に周知します

B Ｂ

２　利用促進及び利用者サービスの向
上

◆利用率向上のための利用申込への柔軟
な対応（期限、支払方法、新減免制度）
◆オリジナルグッズの販売を中心としたショッ
プの充実

●目標利用率
本舞台(日)30％
第二舞台(日)70％
研修室(コマ)25％
楽屋(コマ)20％

B

・貸出期限を過ぎてからの申込や、能楽以外
の利用希望に関してなど、できるかぎり柔軟に
対応しました。（期限を過ぎてからの受付数：
本舞台8件、第二舞台20件）

C

・第二舞台の利用率が目標水準に達していま
せんが、他の施設では概ね好調な利用状況と
なっていますので、今後も全般的な利用促進
の取組みを進めてください。

３ 組織的な施設運営 ◆「適切な経営組織・人材の確保
◆企画事業体制の維持・向上
◆舞台管理、運営体制の維持・向上
◆施設維持管理体制の維持、向上
◆適切な人材の配置
◆職員のスキルアップによる質の高い運営

●職員向けの専門研修を独自で実施します。
●「バリアフリー能に」先立ち、職員の接遇研修をおこない
スキルアップを目指します。

B Ｂ

４　施設見学等への対応 ◆見学者の積極的な受け入れ ●施設見学日を月に1回開催します。

B Ｂ
・月1回の見学会のほか、随時要請に応じ見
学に対応していました。

Ｂ
各委員の運営目標についてのコメントは別紙
参照
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（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 ◆横浜市関係部局と連携した施設の長寿命
化実現への積極的な取り組み
◆舞台設備の適切な管理
◆能装束等所蔵品の適切な管理

●業務の基準に基づき保守点検を実施
●設備機器の運転停止事故ゼロを目指します。

２　環境維持管理業務 ◆施設周辺に配慮した植栽管理業務 ●アンケートでの快適評価4.0以上を目指します。
●施設ハード面での人身事故ゼロを目指します。

３　保安警備業務 ●24時間警備を実施し、利用者の入退出を適切に管理
し、事故ゼロを目指します。
●事故ゼロを目指します。

４　駐車場管理業務 ●駐車場利用車両の安全誘導に努め、事故なしを目指
します。
●機能を維持していく最小限の保守点検を実施しま
す。年1回以上。

５　防災等 ●消防訓練2回実施
●消防設備取り扱い研修2回実施

６　緊急時の対応 ●関連法令、条例、業務の基準に基づき適切に対応し
ます。

７　文化財の保護 ●業務の基準に基づき適切に管理ます。
●スタッフによる日常点検を行い、必要に応じて建築
時に携わった日本建築専門業者による簡易点検を実施
し、修繕を行う必要が生じた場合は教育委員会に申請
します。

８　公園事務所、公園用公衆便所の取
り扱い

●業務の基準に基づき取り扱います。

９　広域避難場所用機材倉庫及び町
内会等地域の災害対策用倉庫の取り
扱い ●業務の基準に基づき取り扱います。

10　光熱水費の削減努力

●日々の業務遂行上、常に高い意識で無駄の
無い運営を心がけます。
●電気使用量23年度実績を維持します。

(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

◆助成金等獲得努力
◆事務経費削減の努力

●助成金獲得に向け申請手続きを行います。2,000千円
●チラシの作成枚数を常に精査するなど、高い意識を持ち
常に経費削減に努めます。

２　経費削減及び収入増加策につ
いて

B

・設備の経年劣化により第二舞台の空調が停
止する状況が10回程発生しましたが、適切に
対処・再稼働対応等を行い、大きな事故には
つながりませんでした。

Ｂ

・施設の築年数に応じた設備等の劣化、不具
合の発生等が起きていますので、引き続き法
定点検、定期点検、日常点検を着実に行い初
期の性能維持に努めるとともに、破損、不具合
等の発生時には、施設の運営に支障をきたす
ことのないように適切な措置を講じ、速やかに
市に報告してください。

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 Ｂ Ｂ 各委員の収支についてのコメントは別紙参照
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(５) ＰＤＣＡサイクルの確実な運用 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 ●業務日誌、月報、警備日誌、清掃日誌等を作成し記録し
ます。
●上記資料をもとに、モニタリング時に適切に対応します。

２　業務計画書及び業務報告書の作
成・管理

●業務の基準に従い作成、管理します。

３－１　業務評価（モニタリングの実施） ●業務の基準に従い実施します。
●横浜市と課題ならびに成果を共有します。

３－２　業務評価（自己評価の実施） ●業務の基準ならびに横浜市との協議に基づき実施し、ヒ
アリングの出席等を通じ、以降の業務改善につなげます。

３－３　業務評価（第三者による評価の
実施）

●業務の基準ならびに横浜市との協議に基づき実施し、ヒ
アリングの出席等を通じ、以降の業務改善につなげます。

（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 備考

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 ●業務の基準に基づき、適切に対応します。

２　法令の遵守と個人情報保護
●横浜市個人情報保護条例等の関係法令、財団規定類、基本協
定等に基づき適正に管理します。

３　情報公開への積極的取組
●横浜市の保有する情報の公開に関する条例の趣旨にのっと
り、規程類、基本協定等に基づき適正に取り組みます。

４　市及び関係機関等との連絡調整
●業務の基準、基本協定に従い、適切に対応します。
●市の要求に応じた資料を随時提出等　随時

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)　書類の管理

　(7)　行政機関が策定する基準等の遵守

　(8)　法律の制定及び改正への対応

B

●業務の基準に基づき適切に対応します。

各委員のＰＣＤＡについてのコメントは別紙参照

Ｂ Ｂ

B Ｂ Ｂ

各委員の留意事項についてのコメントは別紙参照
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1

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

専門文化施設ならではの企画公演を行う一
方、古典にとどまらないさまざまな自主事
業を実施されており、それぞれにコンセプ
トが明確で、観客層も多様で能楽のすそ野
の拡大に資する取り組みと感じました。
プロモーション活動も、それぞれの事業に
応じた取り組みをされており、それが券売
率にも反映されています。
また、古典芸能の記録として公演の映像を
保管されており、こうした学術的な取り組
みは専門施設ならではの機能といえるの
で、今後の活用も含め検討されることを期
待します。

Ｂ

地域への能楽のみならず様々な文化芸能を
紹介し、文化の発信拠点としての役割を
担っていることを評価する。狂言堂や狂言
ワークショップをとおして地域への普及活
動の定着化は注目に値するが、それに甘ん
じることなく発展していくことを望みた
い。

Ｂ

分野限定的な専門施設でありながらも、多
角的な視点で果敢に取り組んでいると思い
ます。これからの活動にも期待したいで
す。

Ｂ

　総じて着実に目標を達成していると評価
できる。なお、ヒアリングにおいて、映像
資料の活用が困難であることが明らかに
なったが、劇場には今後ますます演劇文化
の集積拠点（アーカイブ）としての機能も
求められるはずである。市や関連団体と連
携し、長期的課題として取り組んでもらい
たい。

 

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

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 外部評価 備考 外部評価 備考

横山委員

B

BB 特になし

三輪委員

B

　バリアフリー能では、終演後にロビーに出てき
た観客の満足そうな表情に感動した。公立の能
楽堂にしかできない、そしてそれこそが手がける
べき、意義ある試みとして高く評価したい。公演
事業全般に券売率が高いことも素晴らしい。
　洗練されたウェブサイト、twitterやニコニコ動画
の活用など、能楽堂としては全国でも最先端の
情報発信をおこなっており、高い評価に値する。
　沖縄・アジアの芸能との交流はよいとして、それ
以外の公演でも、より「横浜ならでは」という企画
を実現できたらよいと思うが、難しいであろうか。
たとえば、せっかく横浜美術館で能楽師の子で
ある下村観山の展覧会が開催され、代表作〈弱
法師〉のように能を題材とする作品が展示された
のだから、美術館とタイアップした上演企画が可
能だったのではないか。美術館の来客が、興味
を持って能の公演に足を運ぶ（あるいはその逆）
という相乗効果も期待できたかもしれない。幅広
く横浜市の文化事業を受託している横浜市芸術
文化振興財団が指定管理者であればこそ、こう
した企画も可能なはずだろう。
　また、「この人百芸一話」「こども狂言ワーク
ショップ」などの講座事業と、企画公演の上演曲
目との間にも関連性があれば、それぞれにとって
益するところが大きいと思われる。このように、公
演事業と他の普及事業とが有機的に連携してい
れば、「なぜ横浜能楽堂がその公演を企画する
のか」という意義がより明確になるのではないだ
ろうか。

B

施設利用が目標に達していないが、ヒアリングに
よると、施設利用率の目標設定がそもそも実態
に比べて高いとのことであった。たしかに地域の
稽古利用の需要を稽古場の供給が上回ってい
るのであれば、やむを得ない。ただし、利用案内
のより積極的な周知があってもよい。ウェブサイト
では、「貸館」をクリックすると施設利用案内が表
示されるが、気軽に利用されている実例を紹介
するなど、よりエンカレッジングな書き方ができる
のではないか。そもそも、「貸館」というリンクでは
なくて、「能楽堂を稽古などに利用したい方へ」と
いうリンクにするべきだろう。

B

B

(５)
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
実
な
運
用

A

「横浜狂言堂」「夏休みワンダーランド」は能楽堂
の定期的な公演であるが、集客もよく普及的な
役割をよく担い、長く続いていてもマンネリ化に
なっていないことを評価したい。企画公演「時々
の花」のネーミングのよさが目を引いた。出演者
の選択も若手からベテラン、重鎮と関西へも配
役の目を向けたよい企画であった。,「ベトナム、
日本」の特別企画公演は公演の特質から関係
者の招待が多くなってしまうのは最初から予想で
きたことであり、一般のお客様にどのくらいア
ピールできたかという点で、招待向けと一般向け
と2回公演という方法も考えられたのではない
か。意義のある公演なのでもったいなかった。百
人芸話もなかなかいい芸人に着目したと思う。
「こども狂言」の取り組みと継続は横浜ならでは
の特色があり、「バリアフリー」とともに高く評価し
たい。沖縄の張子に着目した特別展なども沖縄
の文化の発掘に寄与したことを評価したい。

B

開館時間が9時から22時というのが気になる。シ
フト制をひいたとしてもスタッフや利用者が22時
に終わり退出する時間を考えると、現状はサービ
スの範囲を超えるものではないか心配である。本
舞台の活用については少ない感がある。よい舞
台だけにもっと活用してほしい。研修の実施もよ
い事である。

B 当たり前だが事故ゼロは大切なこと、評価した
い。

B 助成金の獲得は評価したい。

足立委員

基
本
方
針

（１）
事
業
目
標

（2）
運
営
目
標

（3）
維
持
管
理
目
標

(4)
収
支
に
つ
い
て

施設の劣化について対応が必要となっている様
子がうかがえましたが、市との役割分担の中で、
適切な対応をされているようです。

第二舞台の利用率が目標に達していませんが、
利用者のパイが縮小していく中で、柔軟な貸し
出しの対応を行うことで利用率向上の取り組みを
されています。

Ｂ

Ｂ

BＢ

猪又委員

Ａ

　日本・ベトナム外交関係樹立40周年記念企画
公演「「再びの出会い　二つの国の雅楽」、普及
公演「横浜狂言堂」、普及公演「夏休み親子能
楽ワンダーランド」の３事業の視察を行いました
が、それぞれにターゲットとしている客層が異な
り、「敷居の低い能楽堂」から「古典芸能の専門
館」としての幅広い機能が担われていると感じま
した。
　特に、二つの国の雅楽については、古典芸能
の多様な見せ方、見方を提案するものであり、意
欲的な企画であると感じました。また、横浜狂言
堂や夏休み親子能楽ワンダーランドについて
は、価格帯や解説の工夫により、観客や参加者
の年齢層も幅広く、わかりやすく、楽しみながら
鑑賞している様子がうかがえました。
　企画内容、プロモーションの方法など、様々な
工夫をされていますが、貴重な資源を有効活用
できるよう更なる企画提案を期待します。

Ｂ

B

非常に意欲的にいろいろと進めていると思いま
す。強いて言えば、裾野を広げるための工夫とし
て、異分野の文化芸術活動との連携を積極的に
進めていただくとよいかと思います。

B

いろいろと工夫をされていると思います。強いて
いれば、先にあげたようなことで、新たな利用者
促進に向けた異分野交流も視野に開拓されるこ
ともされてはいかがでしょうか。

B
施設の維持によく努められていると思います。行
政との役割分担を明確化し、引き続き施設の管
理に注力してください。

特になし

B

裾野を広げる、という意味では、来館者アンケー
トにとどまるだけでなく、何年かに一回は広報的
に施設認知についてのアンケートを違った手法
でされる、ということも検討されるのはいかがで
しょうか。

（７）
留
意
事
項

B

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。 
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