
横浜市民ギャラリー
　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

　市民ギャラリーがこれまで担ってきた
役割と使命、取組の成果を踏まえ、横浜
市中心部における美術を核とした文化芸
術活動の拠点施設として、文化芸術の振
興に寄与する。

◆“響きあい、かよいあう　美術のオアシ
ス！”としての市民に親しまれる施設運営
・ともに創る　共に育む“市民協働のアート活
動”
・子どものときからふれあう“次世代の育成・
支援”
・“アートシーンの変化”を映し出す！
◆（事業実施）テーマ性・オリジナル性・発信
性を明確にした高水準の事業展開
◆（施設運営・管理）安全で快適な利
用環境と高いホスピタリティの維持
◆（収支予算）効率的運営と経費節減
及び積極的な外部資金等の確保

2014(平成26）年秋口の新天地への移転・再オープン
に向け、1964年開館からの約半世紀におよぶレガ
シーを受け継ぎつつ、新しい時代のニーズに応え地
域に根ざした新ギャラリーの運営の基本方針を検
討・策定します。
・実際の運営に即した施設管理の検討
・貸館利用方法を十分な検討の上に策定し、十分な
周知期間を設けて利用募集を開始
・新ギャラリーの施設のシンボルの一つであり事業
の核となる所蔵品約1,300点の状態調査を行い、ク
リーニング作業および基本データを整え、新ギャラ
リー移転に備える
・システムの再構築（貸館利用予約システム、ギャ
ラリーネットワークシステム、広報システム、ホー
ムページ）

Ｂ

翌2014年度の新ギャラリーへの移転・再開に
向け着実に調査・準備を行いました。
新施設の貸出に向け、利用方法・運営方針お
よび広報ツールの見直しを行いました。
また、平成26年度までの2年計画で、所蔵作品
のデータ整備を進めています。
市とも協力しながら、次年度の円滑な再開館
に繋げていきます。

Ｂ

次年度の新施設での再開に向け、新施
設の貸し出しのための準備を着実に進
めるとともに、情報誌の立ち上げ、収
蔵作品の維持管理を着実に実施してい
ます。さらには、広報・調査研究の拡
充もなされており、新施設での運営に
活かされていくことを期待します。。

※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

１　発信性のある自主事業の実施

◆「ニューアート展」（展覧会および普及事
業）の新たな展開
◆市民コーディネーターの育成と連動し
たコレクション展（展覧会および普及事業）の
実施
◆都心部の立地を活かした連携の強化と多彩な
イベント等の開催

２　次代を担う子どもの創造性教育の場
の提供

◆文化芸術の体験の場の提供
◆教育機関等への支援
◆アウトリーチ等の実施

３　市民やアーティストの創造活動支援
の場

◆絵画教室の実施
・各１２コース（１コース45名）
・受講者５４０名（12コース×45名）
◆「横浜日曜画家展」（横浜美術友の
会との共催事業）の事業発展への協力
◆「ハマゼミ」の実施
◆市民ボランティア育成支援
◆学校や地域との連携から生まれる新規展覧会
の実施（美大・専門学校等の「卒展」等の誘
致、「写真およびポスターでつづる展覧会」、
「せんせいの美術展」等）
◆自主事業で取り上げるアーティストへの支援

従来からの関係と市民の創作活動への支援として、
主に広報面（募集および開催）で協力する

新ギャラリーの運営方針が決定したら、若年層の利
用開拓を目指し、誘致活動を実施する

Ｂ

新施設の貸出利用方法を抜本的に見直すこと
から、従来の利用者へは個別の説明を行いま
した。一方、新規利用者開拓のため、ホーム
ページ等での広報を行いました。

Ｂ

４　創造活動を介した人々の関わり合い
の場

◆民間ギャラリーとのネットワーク形成
◆利用者団体との意見交換
◆ボランティア交流会の実施
◆学校とのネットワーク形成
◆アーティストとの触れ合いの場の提供

平成25年度新規で、画廊およびそこで発表する市民
の創作活動のための応援誌「横浜画廊散歩」の発行
を通し、従来以上のネットワーク形成に努める

Ｂ

情報誌「横浜画廊散歩」の発行やホームペー
ジのリニューアルを通して、民間ギャラリー
や利用団体とのネットワークをさらに広げ、
連携を強化することができました。
次年度の開館記念事業で作家等とのネット
ワークの形成が広がるよう、準備を行いまし
た。

Ｂ

「横浜画廊散歩」の発行により、それ
まで個別に開催していた市民の創作発
表活動の広報による連携が実現されて
います。その結果、情報誌の反響が大
きく配布部数を増やす（最大4,500
部）までに広がり、読者のニーズに合
う取り組みがなされていることを高く
評価します。

（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

１　創造活動の発表の場の提供

◆展示室利用率年間100％の維持

２　利用促進及び利用者サービスの向上

◆利用団体構成人数の変更告知
◆利用が少なかった世代へのアプローチ
◆ホームページ・パンフレット等の利用案内の
充実
◆来館者サービスの充実
◆関係団体等との協力体制
◆市民ライブラリー（仮称）の設置

新ギャラリーでの利用団体の利用基準を策定し、利
用が少なかった世代（10～50代）へのアプローチを
図っていくホームページおよび紙媒体（利用の手引
き・チラシ）を活用し、新ギャラリーの利用案内を
広く周知する。
来館者や利用団体の意見・情報を着実に吸収し、新
ギャラリーの運営に反映させる。

Ｂ

利用の少なかった世代や新規団体開拓のため
ホームページをリニューアルしました。
ホームページリニューアル後は、アクセス数
が飛躍的に伸び、またホームページからの利
用申込みが増えました。

情報誌についても利用者の意見を活かして編
集に役立てました。とりわけ「横浜画廊散
歩」は月刊誌ならではの特性を生かし、意見
を迅速に反映させ、実験的な試みもできまし
た。

また、利用者の新施設に対する意見は市とも
共有し、新施設での運営に反映すべく準備を
進めまそた。

Ｂ

利用申込みの機会や情報誌作成・配布
の過程において、利用者から寄せられ
た意見を活かして積極的にサービスに
反映させ、サービスの向上に努めまし
た。

３　市民ギャラリー所蔵作品の適切な収
蔵、保管、調査、研究、発表、活用、展
示

◆収蔵庫内設備保守点検の実施：年２回以上
◆日報とデータベースの管理
◆「アートヨコハマ」を活用した所蔵作品の広
報

①仮収蔵庫での作業：年度前半は全作品の状態調
査、年度後半は作品消毒
②収蔵作品の各作業受託会社との日常的な確認およ
び前年度末（9月）および年度末（3月）での報告会
の実施
仮収蔵庫内での作業日毎に日報の作成。状態調査で
得られた情報をコレクション管理のマスターデータ
に反映・更新する
「アートヨコハマ」に代わり、「横浜画廊散歩」の
表紙で毎月紹介

Ｂ

収蔵作品の状態調査・クリーニングを行った
受託業者と定期的に意見交換・作業内容の検
討を行い、着実に維持管理業務を行いまし
た。また、コレクション管理のデータベース
に反映しています。
一方、市民ギャラリーの所蔵品を知ってもら
う目的で、「横浜画廊散歩」の表紙で毎月1点
紹介することで、開館記念展やコレクション
展のアピールにつなげます。

Ｂ

状態調査、クリーニング作業を通じて
コレクションの調査研究が進んだこと
は評価できるとともに、新施設で開催
するコレクション展等において研究成
果を活用することを期待します。

４　アトリエ及び作品保管室の管理運営

◆アトリエの日常的な整理整頓、作品保管室の
使用後の清掃

５　事業の実施・管理運営体制

◆適切な人材の配置
館長１人、副館長１人、学芸・教育担当（固有
職員）１人、教育・貸館担当（固有職員）１
人、貸館担当（嘱託職員）１人、施設管理担当
（固有職員）１人、庶務経理担当（派遣職員）
１人、アルバイト３人
◆関係団体（教育委員会、ＮＰＯ法人横浜美術
友の会等）との連携

副館長1、経理・庶務1、学芸・広報2、合計4名を配
置

関係団体（産業貿易センタービル、公益財団法人コ
ンベンションビューロー）との協力・連携

Ｂ Ｂ
休館中の業務内容に合わせて、柔軟に
人員体制の見直しが図れています。

＜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。



横浜市民ギャラリー
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）

（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

１　保守管理業務

◆教育委員会との綿密な連絡調整
ビル管理会社＝産業貿易センタービルとの連絡調整
の実施

Ｂ Ｂ

２　環境維持管理業務

①仮収蔵庫
・学芸員による作業日ごとの目視点検および空調測
定の実施
・倉庫会社との適宜確認
②仮事務室
・毎週1回以上全職員での清掃を実施
・産業貿易センタービルとの適宜確認
③倉庫（ＺＡＩＭ）
展示備品貸出等の作業時に換気、清掃を行う

Ｂ Ｂ

３　保安警備業務

①仮収蔵庫
・作業日終了時の見回り
・倉庫警備員との確認
②仮事務室
産業貿易センタービルとの適宜確認
③倉庫（ＺＡＩＭ）
作業終了時の職員による目視確認、見回り

Ｂ
各所の職員と連携して保安警備に努め、無事故・無
違反で一年を終えることができました。

Ｂ

４　防災等

①共同防災管理
産業貿易センタービル実施の防災訓練2回、日常的な
情報共有
②防災マニュアル
独自マニュアルの作成

Ｂ Ｂ

５　緊急時の対応

①緊急連絡網の作成
②市、財団、コンベンションビューロー、産業貿易
センタービルと日常的に対応を協議し、徹底を図る

Ｂ Ｂ

６　光熱水費の削減努力

専有部分（48.79平米）の電気使用の節約 Ｂ Ｂ

７　絵画教室準備室等の提供

８　施設予防保全

（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

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

◆企業等協賛金（現物提供含む）や
　広告掲載協力等による事業の充実化

◆公益財団法人の税制上メリットを
活かした寄付金獲得努力

◆広告料収入年間獲得目標
700,000円以上

H25年度の広告料目標獲得額
 ギャラリーマップ50,000円（年1回発行）
 横浜画廊散歩120,000円（毎月発行、年12回）

Ａ
ギャラリーマップ120,000円、横浜画廊散歩
190,000円で合計310,000円の広告料収入を得
ることができました（対予算比182％増）。

Ａ

新規に立ち上げた情報誌でありなが
ら、広告料収入を多く獲得したことは
評価できます。収入を活かした事業の
充実化を期待します。

２   経費削減及び収入増加策について

◆展示室利用料収入年間平均目標12,090,600円

◆企画展への助成金年間獲得目標
　1,100,000～3,000,000円

◆事務経費削減の努力

各種経費の節約
印刷・委託費等は入札・競争見積により適正価格で
実施する

Ｂ Ｂ

（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

1．　日報及び月報の作成・管理

日報を作成する（月報を兼ねる） Ｂ Ｂ

2．　業務計画書及び業務報告書の作
成・管理 年度末に翌年度分の業務計画書を作成、提出、中間

期・期末に業務報告書の作成、提出
Ｂ Ｂ

3-1．　業務評価（モニタリングの実
施）

翌月末に当該月分のモニタリングを実施 Ｂ Ｂ

3-2．　業務評価（自己評価の実施）

中期、年度末に自己評価 Ｂ Ｂ

3-3．　業務評価（第三者による評価の
実施） 第三者による評価に対応する Ｂ Ｂ

（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

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

1.　保険及び損害賠償の取扱い
施設賠償保険を適切に掛け、必要時に備える

2.　法令の尊守と個人情報保護
横浜市個人情報保護条例に基づき遵守し、利用者お
よび関係者の個人情報を適正に取り扱う

3.　情報公開への積極的取組
情報誌「横浜画廊散歩」と「ヨコハマ・ギャラ
リー・マップ」とホームページを活用し、積極的な
発信・情報公開を心掛ける

4.　市及び関係機関等との連絡調整
横浜市への迅速な情報提供と綿密な協議：随時
美術関係機関や関連施設との機動的な連携：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）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

(1)倉庫に収納してある展示備品の貸出に際し、申請
書および許可書を策定し、適切な利用貸出を行う
(2)関東財務局(ZAIM)の倉庫としての利用および展示
備品の貸出に際しての目的外使用に対し、横浜市に
適宜申請する
(3)仮事務所、仮収蔵庫、倉庫ではいずれも名札を着
用する
(7)個人情報については金庫で管理し、帳票類は事務
室奥の棚に収納し適正な管理に努める
(4)(8)(9)適正に対処する

Ｂ

新ギャラリーの準備業務が中心でしたが、い
ずれも着実に行い、事故等はありませんでし
た。
次年度以降も着実な施設運営を行っていきま
す。

Ｂ


