
横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成25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（左記の理由）

１　大衆芸能の専門施設として、質の高い鑑賞
事業を提供することを中心に、創造発信、若手
実演家の育成、市民協働など多角的に絡めた展
開を推進。
２　市民の自己実現の貴重な機会である貸館運
営の充実を図り、施設として総合プロデュース
力を高め、「文化芸術創造都市・横浜」の実現
の一翼を担う。

◆施設間連携、市民活動支援、市民協働支援等の
機能を強化。
◆安定経営を維持するとともに、新たな使命に積
極的に取り組む収支予算の実現。
◆引き続き「快適な環境維持」「安全確保」「効
率的な保守管理」に取り組む。経年劣化による修
繕問題にも迅速に対応。
◆利用率、利用料金収入の向上のため、貸出方法
の工夫や各種割引制度の積極的な導入。

【事業】
　前年度に取り組んだ開場十周年記念事業の成果を踏まえつ
つ、引き続き大衆芸能界の潮流と横浜にぎわい座の独自性を融
合させた事業を実施。特にプロモーションには力点を置き、よ
り幅広い顧客層を獲得するための諸策に取り組みつつ経営基盤
をあわせて強化。
　また、他施設や他組織との連携や、アウトリーチ活動など、
第二期指定管理の目標として掲げた業務のより一層の充実に努
める。
【施設運営】
　大衆芸能専門館ならではの親しみやすさと多様なニーズに対
応できる特性を活かした、より使いやすい利用方法を提案。
　毎月後半の芸能ホールを中心とした利用については、利用方
法や料金セットの基本情報をわかりやすく提示した案内リーフ
レットを活用し、落語演芸や伝統芸能を中心とした関係団体へ
の認知度向上と積極的な働きかけにより利用対象の拡大を図
り、貸館利用率の底上げと利用料金収入を向上させる。
【施設管理】
　施設利用者に対して「安全・安心・快適」な施設提供に努
め、的確な日常小破修繕対応や長中期視点に立った予防保全な
ど、計画的かつ効果的な施設維持管理を行う。
【その他】
　経費執行管理の徹底と収入増につながる方策を図る中で、全
体の収支バランスをとりながらサービスの質を維持しつつ、厳
しい経済情勢に見合った健全で持続可能な経営をめざす。

Ｂ

【事業の総括】
　大衆芸能の潮流を見据えながら落語各派の演者を
中心にバランスよく顔付けし、より幅広い方々にお
楽しみいただけるよう公演の実施に努めました。新
たな若手実演家数名のシリーズにも着手しました。
没後50年を迎える地域出身の大作家・長谷川伸の顕
彰事業を開催し、地域の文化資源発信、地域市民と
の交流、メディアとの関係強化、他施設・組織との
連携等を推進しました。その他、公民のさまざまな
施設や組織と連携した活動が充実した一年でもあり
ました。主催公演の収支バランス改善に取り組み、
入場料収入向上と経費削減につとめました。
【施設運営の総括】
施設見学会の開催やWebサイトにおける施設空き情
報の公開など、さまざまな手法で新規利用者獲得を
はかるとともに、利用者がリピーターとなるよう丁
寧な対応にも努め、前年度実績を越える利用料金収
入となりました。
【施設管理の総括】
　舞台吊物機構と音響設備の大規模な更新が横浜市
により行われたため、それらがスムーズに実施され
るよう様々な調整を行いました。また経年劣化でさ
まざまな不具合が生じる中、迅速かつ適切な対応を
行いました。にぎスタの配置や光熱水費、委託費な
ど徹底した経費削減を行いました。

Ｂ

ＷＥＢを中心とした広報活動や新規販促ルートの開拓な
どを進めた結果、集客や利用促進の面で一定の効果が
出ています。
鑑賞機会提供事業では、安定した取組みが行われてお
り、若手芸人の育成やアウトリーチの展開等、施設に期待
される役割や機能に応じた取組みも着実に行われていま
す。
収支面では、経費削減の努力や利用料金収入の改善が
見られるものの、全体としては収支マイナスの状況が継続
しており、今後のさらなる取組みを期待します。

B

浮き沈みのある大衆芸能において顧客獲得のための
ニーズ把握や、独自性の高い企画を展開するなど、
継続的な取り組みを評価する。特に、若手育成や地
域との連携などの活動面において着実な成果がみら
れる。
長期的視野に立った集客方法の見直しや新規顧客の
開拓などにより、収支構造のより一層の改善に努め
られたい。新たな発想も含めての工夫や改善努力が
望まれる。

※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）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.　鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑
賞機会提供事業）
※市民ニーズに応える演目構成

◆質の高い公演を安定した体制の中で確実に開催

◆入場料収入が事業経費を上回る収支構造の維持

●大衆芸能専門として、「常打ち公演（毎月1日～15日）」を中心とし
た主催事業を年間230公演以上実施

●入場者月平均3,500名
　有名会・名作900名＋企画公演2,600名

●24年度に実施した各種団体優待の継続
　新規の提携・販促ルートの開拓:年間5件以上

Ｂ Ｂ

事業の中心となる寄席形式の有名会と独演会などの企画
公演については、公演数、入場者数とも目標水準を上回
るなど安定した取組みが行われていると評価できます。
提携・販促ルートの新規開拓も進んでおり、一層の集客
効果が期待できますが、さらに入場料収入の改善にも効
果が及ぶことが望まれます。

2.　にぎわい座からの創造発信（創造発信
事業）
※創造・挑戦的な取組み

◆オリジナリティの高い大衆芸能の発信

◆後世につながる作品づくり

●『長谷川伸没後50年記念公演』
　入場者数:250名以上

●「桂歌丸　語り直して　三遊亭圓朝作　怪談 真景累ヶ淵」
　入場者数:各回300名以上

Ｂ Ｂ

3.　にぎわい座を拠点とした若手実演者の
育成（育成事業）
※若手芸人等人材育成への取組み

◆若手実演家を育成する仕組みづくり ●『登竜門シリーズ ｉｎ のげシャーレ』
　年間12回以上の開催
●『横浜にぎわい座 企画公演(演芸バラエティ)』
　　年5回以上の実施
上記公演の入場者数:各回100名以上

●『坂あがりスカラシップ』
　継続支援対象者公演の実施(1公演以上)
　新規支援対象者の選定(2組程度)

Ａ

登龍門シリーズｉｎのげシャーレを年間25回開催するとと
もに、これまでの出演者への芸能ホール出演機会提供と
新たな若手芸人のシリーズスタートにより、のげシャーレ
から芸能ホールへのステップアップを促進し、「将来の名
人」誕生の可能性に大きく寄与しました。

Ａ

小ホールの登竜門シリーズから、芸能ホールの企画公演
への登用へと、若手芸人育成の仕組みが確立しており、
また、新たな出演者を随時増やしていくなど、積極的な展
開が見られます。。
坂あがりスカラシップについては、さらに一歩踏み込んで
若いアーティストと手を携えて進める育成・支援の取組み
でもあり、難しい面はありますが、予定された結果につな
がるよう、支援対象者と協力しながら進めてください。

＜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。 



横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）

4.　多様な世代に向けた教育普及活動の拡
充（体験・学習事業）
※子どもの創造性育成
※鑑賞のすそ野の拡大

◆教育普及事業の拡充

◆生涯学習講座の拡充

●『横浜市芸術文化教育プラットフォーム学校プログラム』
　コーディネートの実施(2校以上)

●『寄席体験プログラム』
　参加者：1,500名以上

●『大衆芸能関連体験講座』
　講座の実施(年間3企画以上)

Ｂ Ｂ

5.　連携による大衆芸能振興の展開（連携
事業）
※他施設との連携

◆近隣施設等と協働実施している事業の継続

◆財団運営の専門施設と連携した事業やサービスの
展開

●『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
　・『野毛大道芸』への展示会場他の提供(1回以上)
　・『野毛まちなかキャンパス』
　講座開催(1回以上)、会場提供(2回以上)

●『専門施設間連携プロジェクト』
　各専門施設担当者ミーティング定期開催(6回以上） Ｂ Ｂ

6.　大衆芸能に関わる市民活動への支援
（市民活動支援事業）
※市民協働による事業や運営の展開

◆アウトリーチ、市民協働に対応する「コーディネー
ト」「相談」機能の整備

●『大衆芸能「コーディネート・相談」機能』
　他の施設や組織へ情報やノウハウの提供、企画制作への協力
　(年間10件以上)

●『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
　広報協力や、展示やレクチャー企画への会場提供を行い、地域の
賑わいづくりに寄与

●街づくり会利用枠での利用数(5公演以上)

Ｂ Ｂ

他の福祉施設などからの相談・依頼に対し、情報やノウ
ハウを提供し、具体的な事業を実現するなど、大衆芸能
を通じたコーディネート、アウトリーチ機能が発揮されてい
ます。

7.　大衆芸能情報センターとしての情報拠
点化

◆各種メディア、各地の公演内容等の情報収集・提
供

◆大衆芸能に関するよろず相談サービスの提供

◆電子大福帳の活用

◆展示事業の展開

●『情報コーナーでの大衆芸能情報の提供』
　大衆芸能関連の配布物について、公演の開催地域や形態を問わ
ず幅広く受け入れて配架

●『大衆芸能「コーディネート・相談」』機能
　若手演者や市民によるホール利用時を中心に、公演実施や企画
制作に関するアドバイス・相談受付(年間5件以上)

●『電子大福帳の活用』
全ての主催公演情報の入力(年間230件程度)
「電子大福帳」情報に基づく情報発信(年間1回以上)

●『展示事業』
　「企画展」の開催(年間3回以上)

Ｂ Ｂ

8.　地域活性化への貢献
※街のにぎわいづくりへの寄与

◆地元団体との協力による事業展開 ●『地域の飲食店等と連携したプロモーション活動』
　「野毛通手形SeasonⅣ」への参加、地域の飲食店等と連携した集
客・広報活動を実施

●『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
　・『野毛大道芸』への展示会場他の提供(1回以上)
　・『野毛まちなかキャンパス』
　　講座開催(1回以上)、会場提供(2回以上)

●『「みなとみらい地区」へのプロモーション活動』
　ＭＭｃｃへの参加と連携企画の実施(1回以上)

Ｂ Ｂ

9.　市の文化政策との連携
※都市戦略との連携

◆創造都市施策推進に協力 ●『横濱ジャズプロムナード』
　のべ2日間参加し、横浜都心部の活性化や市民協働の推進に寄
与

●『ＴＰＡＭ(国際舞台芸術ミーティング)』
　プログラムへ参加(１公演)

●『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
　・『野毛大道芸』への展示会場他の提供(1回以上)
　・『野毛まちなかキャンパス』
　講座開催(1回以上)、会場提供(2回以上)

●『横浜市芸術文化教育プラットフォーム学校プログラム』
　コーディネートの実施(2校以上)

●『フェスティバル事業』
　広報面等での協力により、イベントの盛り上げと賑わいづくりに協
力

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



横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）

（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．　大衆芸能専門館としての顧客満足度の
高い運営の実現

◆専門対応能力とアドバイス力の向上

◆大衆芸能独特の魅力あるホスピタリティの向上

●にぎわい座内外での落語会開催要請に対する相談受付で情報
提供とアドバイス(通年)を行う

●インターンシップ(大学生)、体験学習(中学校生徒)の受入れと実
習実施

●正面入口牽垂幕、幟の刷新

●季節に応じた館内装飾の実施(隔月以上)

●市民や学校などの団体向けに初心者向け講座またはバックス
テージツアー開催(共催を含み年2回)

Ｂ Ｂ

2．　施設の利用促進、利用開発による利用
率向上

◆ホールセールスの展開

◆施設別促進策の展開

●開館日数
　341日(休館日月２回の施設点検)

●目標利用率
　芸能ﾎｰﾙ：85%(24年77％)
　のげｼｬｰﾚ：65％(24年55％)
　※利用可能日に対する稼働率
　練習室：80％（24年65％）
　制作室：50％（24年35％）
　※利用可能時間帯に対する稼働率

Ｂ

施設見学会の実施、分かり易くまとめた施設リーフ
レットの配布、Ｗｅｂサイトによる利用情報や施設空き
情報の発信、稽古場サイトへの情報投稿等により新
規利用者の獲得に努めるとともに、利用者に対して
は次の利用に繋がるよう丁寧に説明や提案を行い、
利用率向上に努めました。結果、目標利用率には
届かなかったものの、芸能ホール78％、のげシャー
レ63％、練習室63％、制作室37％と、芸能ホールと
のげシャーレを含む3室場で前年度の利用率を上回
り、利用料金収入も前年度を上回る成果を上げまし
た。

Ｃ

目標水準には及んでいないものの、利用率の一定の改
善がみられ、特に小ホールは８％昨年度より向上するな
ど、利用促進の成果が上がっています。
今後もさらに工夫した取組みを進め、目標値を達成する
ことを期待します。

3．　ニーズに基くサービス ◆多角的ニーズの把握、分析
◆サービス開発、提供
◆苦情処理への対応とその反映

●自主事業公演へアンケート挟み込みを実施

●要望に対する対応や改善取組みについて
　ホームページや館内掲示等での顧客への回答

●オリジナルグッズ開発、判りやすい案内標示
Ｂ Ｂ

4．  広報取組について ◆横浜にぎわい座の魅力や価値を明確に表現し、広
報業務のブラッシュアップ（効果的・効率的な改善）
◆幅広い層へ大衆芸能やにぎわい座の魅力を発信
するため、新たな広報ツールやネットワークの活用

●Webサイトへのアクセス数の向上
　(施設ページビュー数の前年比5％増)

●情報発信の充実
　(公演情報等の月30回以上の発信)

Ａ

前年度リニューアルしたＷｅｂサイトを活用し、前年比
53.4％増の施設ページビュー数を達成するとともに、新
たにツイッターを立ち上げ、約400のフォロワーを得まし
た。月平均36回の公演情報等の発信を行いました。

Ａ

昨年度末にＷＥＢサイトをリニューアルした効果が数字に
表れており、9月から導入したツイッターによる即時性や
情報発信力などにより、今後さらに集客や利用促進の面
での効果が期待されます。

（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．　安全・安心・快適な施設の維持管理に
ついて

◆施設（建築物）/建築設備/舞台設備/備品の安全
確保
◆アンケート施設評価満足度の向上
◆高齢者や身体障害者への配慮

●管理者側責任による施設面での人身事故年間『ゼロ』を実現

●お客様アンケートにおける、施設“快適評価”4.5点の達成

●サービス介助士2級取得者が常勤スタッフ中1名以上在籍

●所管局と施設・設備の維持管理に関して情報を共有し、優先度に
応じた修繕対応

2．　施設予防保全への取り組みについて ◆館内の日常的整備点検
◆施設管理会社との管理業務確認のための定例ミー
ティング実施
建物所有者理事会との調整・連携強化

●建物総合管理業務委託先との定例ミーティングを開催、情報交換
と確認(毎月1回)

●管理組合理事会への参加と情報共有(毎月１回)

3．　その他管理に関する実施業務 ●専門業者に委託し、関係法令ならびに指定管理業務の基準に
従って適切に管理運用

B 各委員の運営目標についてのコメントは別紙参照

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



横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）

（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.   経費削減及び収入増加策について ◆経費削減と収入増加 ●積極的な経費節減策と収入増加策への取組みにより、収支差額
ゼロ以上の達成

●来場者数拡大による入場料収入や、利用料金収入の増加
　(24年度比で50万円増見込み)

2.   人員配置及び勤務体制 ◆●人員配置：館長１(非常勤）、副館長１、ﾁｰﾑﾘｰ
ﾀﾞｰ２、職員６、アルバイト２、パートスタッフ28

●館長を除く、ローテーション体制による運営
　　事務室内：基本二交替制で最小2名
　　受付窓口：三交代勤務（9時半～22時）

（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

2．　業務計画書及び業務報告書の作成・管理

3-1．　業務評価（モニタリングの実施）

3-2．　業務評価（自己評価の実施）

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 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

2.　法令の尊守と個人情報保護

3.　情報公開への積極的取組

4.　市及び関係機関等との連絡調整

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

各委員のＰＤＣＡサイクルについてのコメントは別紙参照

Ｃ

にぎわいスタッフの配置人件費や光熱水費、委託費
等、徹底した管理経費節減に努めつつ、利用率向
上による利用料金収入の獲得や、主催公演の収支
改善に取り組みましたが、特に主催公演において、
入場料収入を目標どおり伸ばすことができず、収支
差額ゼロは未達成となりました。

Ｃ

施設利用率の向上による収入の改善や継続的な経費
削減の取組みは行っているものの、2期目を通じて収支
マイナスの状況が続いています。
今後は主催公演の収入増を中心に、さらなる収支改善
の取組を期待します。

Ｃ 各委員の収支についてのコメントは別紙参照

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Ｂ Ｂ



横浜市芸能センター（横浜にぎわい座）
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）【別紙】

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

大衆芸能は突如として潮目が変わるなど、浮き沈みの激しい
ものであるが、観客獲得のための様々な取り組み、貸しホー
ルでの丁寧な対応など、地道ながらたゆまぬ努力を評価す
る。事故やトラブルもなく公的施設として、その使命を十分
果たしている。一層の観客動員とそれによる収支差の改善が
大命題となっているが、長期的な視野から焦らず、じっくり
取り組んでいくことが肝要と思われる。

B

丁寧な利用者対応、観客ニーズの把握に加え、若手育成な
ど活動面で着実な成果が見られている。また、地域との連
携も進んでおり、全般的な活動面での評価は高いものの、
収支構造のより一層の改善が必要であると考えられる。

B

○大衆芸能の潮流を意識におきつつ、にぎわい座の独自性と
の融合を図り、優れた若手実演家の育成や、地域文化資源の
発信等（長谷川伸没後記念公演）、鑑賞者にとって魅力ある
事業展開と館運営が継続的になされており、高く評価できま
す。
○他施設との連携拡大や、市民協働の認識をもって積極的に
取り組む等、地域に開く文化の拠点としての姿勢が二期は、
より伸展しています。
○収支面においては課題をふまえ、利用料金収入増への種々
方策を実施する等、経営努力は評価できますが、いまだ改善
の途にあり、今後とも、新たな発想（芸術ファンド、他）も
含めての工夫や改善努力が望まれます。

B

【事業】
・年間入場者数が目標値、月3,500名を超えた。
・長谷川伸没後50周年記念公演』は、にぎわい座ならではの
独自性の高い企画である。
・にぎわい座のアウトリーチ活動として、年間11件実施した
他組織との連携や開催協力などを通じて大衆芸能「コーディ
ネート・相談」機能を強化してきた。
【施設運営】
・利用者からいただいたご意見カードに対して、回答を館内
掲示している。
・新たな情報ツールとしてTwitterを利用し、より鮮度の高
い情報発信を試みている。
【施設管理】
・サービス介助士2級資格者が5名在籍しており、配慮が行き
届いている。
【その他】
・利用料金収入が増加傾向にある

【今後の課題】
・長期的視野に立った集客方法
・事業費における固定費の比率の低減
・施設利用率改善のための新規顧客開拓

　

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

（５）
P
D
C
A
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

（７）
留
意
事
項

上杉委員

舞台の事故や利用者の事故がないということを評価したい。

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

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ
取り組みやアイデアは評価できるものがあるので、更なる改善の取
り組みに期待したい。

BＢ

Ｂ

観客プロフィールの把握やニーズに即したサービス提供の努力が
見られ、手作り感のある内装にも努力と工夫が見られている点は高
く評価する。一方で、施設の稼働率にはまだ余力があり、利用対
象を広げて誘客する努力を期待したい。

B
観客特性に配慮した公演以外の周辺サービスが充実しており、ス
タッフの研修なども随時行われており、十分目標に達していると評
価しうる。

C

経費削減と収入増加に関して努力がなされているものの、目に見
える結果に結びついていない。社会的環境の変化など施設の努
力を超える部分での変動を考慮しても、もう少し努力の余地がある
のではないかと考えられる。継続して努力されたい。

B

垣内委員 西田委員

B

【視察事業について】
企画公演
・11月13日（水）三遊亭好楽一門会
平日夜の公演であったため、客席の入りは7割程度のようであった
が、雰囲気は良かった。
・3月14日（金）　第３回にぎわい座扇辰日和
平日夜の公演であったため、客席の入りは6割程度のようであった
が、コアな客と演者の巧みな語りに会場全体が一体化していた。
若手育
・11月29日（金）枝太郎これくしょん
小ホールが満席となる中、スタッフの方が適切に案内をしていた。
ただ、演者それぞれが全く異なるバックグラウンドだったため、時々
客席とステージの間に距離を感じた。
【評価できると思われる点】
1.鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑賞機会提供事業）
・年間入場者数が目標値、月3,500名を超えた点。
・新規販促先を6件開拓した点。
・企画事業の公演チケット発売開始時期を従来より前倒しして2ヶ
月前から可能とすることで、より多くのお客様に来場してもらおうと
いう意識が見られる点。
2．にぎわい座からの創造発信（創造発信事業）
『長谷川伸没後50周年記念公演』は、にぎわい座ならではの独自
性の高い企画である点。
6．大衆芸能に関わる市民活動への支援（市民活動支援事業）
にぎわい座のアウトリーチ活動として、年間11件実施した他組織と
の連携や開催協力などを通じて大衆芸能「コーディネート・相談」
機能を強化してきた点。
7.大衆芸能情報センターとしての情報拠点化
『展示事業』については、長谷川伸の記念展示や「大佛次郎と落
語」など、利用者の新たな興味を惹きつける展示を実施している
点。
【改善提案】
1.鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑賞機会提供事業）
入場者数について、企画公演において目標未達の月が多い。公
演内容に合わせたプロモーションを工夫するとよい。
3．にぎわい座を拠点とした若手実演者への育成
『坂あがりスカラシップ』については今年度は新規支援対象者の該
当者がなしだったが、事業の枠組を考えると、新規・継続のバラン
スを取ることが望ましい。

B

【評価できると思われる点】
3．ニーズに基くサービス
利用者からいただいたご意見カードに対して、回答を館内掲示し
ている点。
4.広報取組について
・サイトをリニューアルしたこことでWebサイトのアクセス数が前年比
153.4%まで伸びている点。
・新たな情報ツールとしてTwitterを利用し、より鮮度の高い情報発
信を試みている点。
【改善提案】
2.施設の利用促進、利用開発による利用率向上
・施設利用率が目標未達のため、それぞれの施設に適切な利用
用途、利用料金とあわせて、プローモーション先や周知方法につ
いてさらに検討する必要がある。
・利用人数が89,342人と、平成23年度（90,469人）、平成24年度
（92,951人）と比して減少している。開館10周年後の集客方法につ
いて再考の余地がある。
4．広報取組について
・市内、県内、首都圏それぞれの認知率をさらに向上させるための
具体的施策を考慮する必要がある。
・利用者属性を踏まえたWebサイトと紙媒体のバランスを考慮する
必要がある。例えば、紙媒体からスタッフブログに代わった『賑賑』
だが、紙媒体のほうが来館者が手に取ったり、関係者に配布する
など、多様な利用方法が考えられ、強力な広報ツールとなりうる。
・外国人観光客の利用増加を想定し、館内サインを多言語化する
と良いと思われる。
・アンケート結果については館内もしくはホームページ上で開示を
すると良い。

BB

いくつかの事業でかなりの努力が見られる。特に創造発信、幅広
い層の若手育成は、着実に結果に結びついていると考える。こう
いった育成事業は必ずしも収益に結び付くものではないが、重要
な将来へのステップであり、今後も引き続き努力されることを期待
する。また、他の施設との連携も進んでおり、利用者への丁寧な対
応も評価しうる。地域の文化的拠点施設としてさらに成長の可能性
を追求していってほしい。

B

Ｂ

【評価できる点】
１．安全・安心・快適な施設の維持管理について
サービス介助士2級資格者が5名在籍しており、配慮が行き届いて
いる点。

C

【できていない点】
１．経費削減および収入増加策について
・収支差額ゼロ以上という達成目標が支出の増加と収入の減少が
あったため実現できていない点。特に、事業収支が3期連続して赤
字幅が拡大し、事業収入も年を経るごとに減少している点。
【評価できると思われる点】
１．経費削減および収入増加策について
利用料金収入が増加傾向にある点。
【改善提案】
１．経費削減および収入増加策について
主たる事業収支構造が固定費依存型で、損益分岐比率が非常に
高いと推察できるため、事業費における固定費の比率を下げる努
力が強く望まれる。

Ｂ

B

藤崎委員

○１．芸能ホ－ル約８割の利用率と各派出演の多彩な事業展開が
なされており、他組織との提携や販促ル－トの開拓、入場料増加
による収支改善の取り組み等、総じて、質の高い充実のプログラム
を安定的に鑑賞できる伝統芸能の拠点として着実に成果をあげて
います。
○2　常打ち公演（企画公演）として「長谷川伸没後50年記念公演」
を視察。企画の意図（地域文化資源発信）が明確で、プログラムに
もわかりやすく解説がされており、節劇（浪曲芝居）の魅力の再発
見を含め、満席の鑑賞者に貴重な鑑賞機会の提供となりました。
○３．野毛シャ－レから芸能ホ－ルへのステップアップの仕組み
は、受賞者輩出等、優れた若手演者育成に健闘しており、　将来
を見据えて、大衆芸能の魅力を深化させる取り組みとして期待され
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○４．　寄席体
験プログラムを視察．寄席文化の体験を通して子どもたちに、大衆
芸能の面白味、創造性や表現の豊かさを提供しており、更には次
世代鑑賞者の裾野拡大にもつながるものと期待できます。
○６．コ－ディネ－ト、相談機能（年間１１件）の整備について、市
民協働の具体的取組みの一つとして大いに評価できます。市民協
働は単に市民ニ－ズの受け皿という認識でなく、「にぎわい座」と
「大衆芸能」に対する愛着を市民と協働で盛り立て、育み定着させ
る仕組みづくりまでを視野に展開していく必要があり、「大道芸」「ま
ち中キャンパス」の事例からも大衆芸能を通しての協働による地域
の賑わいづくりや市民参加、参画の進捗がみてとれます。
○８．地域貢献の観点からは、みなとみらい地区へのプロモ－ショ
ン活動など、その対象エリアの拡大につとめており、大衆芸能の伝
播として今後に期待が持てます。

有名会は落語協会と落語芸術協会が協力して顔付けするため、他
では見られない絶妙な顔合わせが実現し、優れた成果を上げてい
る。
一方、企画公演は入りのバラつきが考えられる。特に一門会は中
堅・若手の修業の場でもあり、観客動員に苦戦することも想像に難
くない。その場合は入りを勘案した出演料体系を一部導入すること
も必要ではないか。

長谷川伸は大衆芸能の分野では特別に大きな存在で、周年記念
に拘わらず様々に取り上げることが大切と思われる。作品を素材に
新たに講談・浪曲を創作することも可能ではないか。節劇にも現代
性が感じられる。

若手への機会提供は大変評価できる。今後も一流一派に偏しない
よう推進することに留意されたい。

演芸の場に特化した劇場という条件の中で、対前年度比の利用率
が向上していることや、ウエブサイトの活用の工夫について、高く評
価評価したい。

○１．正面入口から館内全体に「にぎわい座」らしさの演出があり、
心地よい空間づくり、いきとどいたホスピタリティが随所で感じられま
す。シャ－レのホワイエのあたりはやや無機質との声もあり、いかよ
うにも使える柔軟性の確保も必要ですが、少しく工夫の余地がある
のではと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○４．Ｗ
ＥＢサイトのリニュ－アルやツイッタ－の立ち上げなど、鑑賞者との
双方向性をもった取り組みは、鑑賞世代の拡大や、「にぎわい座」
の認知度や存在感を高める取り組みとしておおいに期待していま
す。ウエブビュ－数の前年比５％増、数値に成果が認められます
が、今後一層の充実内容と魅力アップに期待します。

B

Ｂ サービス介助士２級取得者の方が必ず在籍しているなど、きめ細
かく取り組んでいる。

C

○１．目標未達成でＣとしましたが、継続的な経費節減や収入増加
策について、健闘されています。今後はさらに、大衆芸能を支える
ファンドレイジング等の新しい発想や主催公演の収入増を中心に
工夫、改善努力を期待しています。

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。 

※各委員のコメント欄の数字は横浜にぎわい座第二期指定管理者評価表の各項目の番号を示す。 
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