
平成25年度　横浜市民ギャラリー指定管理者業務計画完了確認表
計画項目：☆ 完了項目：★ 変更項目：！

(１) 事業目標
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に記載

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

◆「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

◆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

◆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

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

★「第37回ヨコハマ日曜画
家展」の広報物の配架・掲
出協力
★市民ギャラリーHPでの同
展および絵画教室を紹介
し、またそれらを運営する
NPO法人横浜美術友の会
HPとのリンク

★「第37回ヨコハマ日曜画
家展」開催に際し、4月に引
き続き広報協力および問合
せ等市民へのレファレンス
対応
！備品(マイクセット）貸出協
力

★「第37回ヨコハマ日曜画
家展」（5/28～6/2)開催に
際し協力（広報・市民へのレ
ファレンス）

！備品(マイクセット）貸出協
力
！6/26 物品管理簿に登録
した同団体に貸出している
什器・備品に備品シールの
貼付作業

★8/27 同団体50年誌作成
等について相談・調整

★次Ｈ26年度「絵画教室」
（ＮＰＯ法人横浜美術友の
会主催）の広報パンフレット
配布協力（財団施設への配
布）
11/6 NPO法人友の会との
面談

★次Ｈ26年度「絵画教室」
（ＮＰＯ法人横浜美術友の
会主催）の広報パンフレット
を市民Ｇ仮事務所＆財団事
務所で配布協力

★2/13 NPO法人横浜美術
友の会・横浜市・財団の3者
で、同展の今後の開催につ
いて方向性を話し合い。友
の会と財団との実行委員会
形式を打診。

★3/10NPO法人横浜美術
友の会・財団とで、同展の
今後の開催方法を決定し
た。
↓
実行委員会方式、開催時
期：H27年5/26～6/1、全展
示室利用

◆「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）

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

◆自主事業で取り上げるアーティストへの支援

◆民間ギャラリーとのネットワーク形成

Ｈ２５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
形成に務める

★4/25「横浜画廊散歩」創
刊（5月号より）し、220箇所
へ配布

★5/27「画廊散歩6月号」発
行

★6/25「ヨコハマ・ギャラ
リー・マップ2013年度版」
「画廊散歩7月号」発行

★7/25「画廊散歩8月号」発
行

★8/25「画廊散歩9月号」発
行

★９/25「画廊散歩10月号」
発行

★10/25「画廊散歩11月号」
発行

★11/25「画廊散歩12月号」
発行

★12/25「画廊散歩1月号」
発行

!「画廊散歩」1～3月号で
「フォト・ヨコハマ」を特集す
るにあたり、民間ギャラリー
の写真イベントを特別広報

★1/25「横浜画廊散歩2月
号」発行

！「画廊散歩」1～3月号で
「フォト・ヨコハマ」を特集す
るにあたり、民間ギャラリー
の写真イベントを特別広報

★2/25「横浜画廊散歩3月
号」発行

！「画廊散歩」1～3月号で
「フォト・ヨコハマ」を特集す
るにあたり、民間ギャラリー
の写真イベントを特別広報

★3/25「横浜画廊散歩4月
号」発行

◆利用者団体との意見交換 随時実施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★1/23旧ギャラリー利用団
体へ冊子「ご利用の手引
き」を送付（348団体）

★2/3より旧ギャラリーの利
用団体を中心に利用登録・
相談会を実施。2/3～14（12
日間）の集中対応期間では
126団体を対応。2/17以降
も実施

★利用登録・相談受付を引
き続き実施。2/17～3/31は
36団体の登録となり、H25
年度の登録数は全162団体

◆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

(２) 運営目標
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に記載

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　創造活動の発表の場の提供 ◆展示室利用率年間100％の維持

◆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

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・パンフレット等の
利用案内の充実

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

★ホームページで新ギャラ
リーの 新情報を紹介

★ホームページの更新4回 ★ホームページの更新4回 ★ホームページの更新4回 ★ホームページの更新3回 ★ホームページの更新3回 ★ホームページの更新5回 ★ホームページの更新6回 ★ホームページの更新5回
★ホームページの更新履
歴　4回

★ホームページの更新履歴
3回
！2/6 ホームページ全面リ
ニューアル

★ホームページの更新履歴
6回

◆来館者サービスの充実

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

★随時対応し、頂いた意見
を随時職員ミーティング等で
意見交換し、情報共有に努
めた

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★

！利用登録・相談会で頂い
た意見をまとめた

★

◆関係団体等との協力体制

市民ギャラリー休館中の利
用団体へのサービスとして
展示備品の一部を貸し出
し、市民の創作発表活動を
支援する

★横浜市と貸出方法につい
て調整し「申請書」「許可書」
のフォーマットを策定した。
★「横浜画廊散歩」5月号で
市内各展示施設で行われ
る市民の創作＆発表活動を
広報支援した

★5/28NPO法人横浜美術
友の会への備品貸出（～
6/4)、備品貸出問合せ対応
2件

★「画廊散歩」6月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援

★「画廊散歩」7月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援

★7/16～22、横浜開港アン
デパンダン展実行委員会へ
備品貸出

★「画廊散歩」7月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援

★8/12～19、横浜市小学校
図画工作研究会虹彩会研
修部へ備品貸出

★「画廊散歩」8月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援

★「画廊散歩」9月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援

★「画廊散歩」10月号で市
民の創作＆発表活動を広
報支援

★11/1～11、ハマ展へ備品
貸出

★「画廊散歩」11月号で市
民の創作＆発表活動を広
報支援

★「画廊散歩」1月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援
とりわけ、「フォト・ヨコハマ」
に関連し、市民の写真の展
覧会・イベントを特集

★「画廊散歩」2月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援
とりわけ、「フォト・ヨコハマ」
に関連し、市民の写真の展
覧会・イベントを特集

★「画廊散歩」3月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援
とりわけ、「フォト・ヨコハマ」
に関連し、市民の写真の展
覧会・イベントを特集

★「画廊散歩」4月号で市民
の創作＆発表活動を広報
支援

◆市民ライブラリー（仮称）の設置

目標項目

４　創造活動を介した人々の関わり合いの場

２　利用促進及び利用者サービスの向上

１　発信性のある自主事業の実施

３　市民やアーティストの創造活動支援の場

２　次代を担う子どもの創造性教育の場の提
供

完了



◆収蔵庫内設備保守点検の実施：
年２回以上

①仮収蔵庫での作業：
年度前半：全作品の状態調
査、年度後半：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

①★下見と準備で2日、作
業で10日実施し、426点の
状態調査を行った。
②★受託会社＝㈱エフシー
ジーと日常的にコンタクトを
取り、作業確認を行った

①★作業13日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った

①★作業11日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った

①★作業15日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った

①★作業7日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った

①★作業2日
②★9/30横浜市主催による
H25年度上半期の状態調査
の報告会（文化振興課・㈱
エフシージー・市民ギャラ
リー）

！9/30下半期クリーニング
業務についてスケジュール
および作業確認打合せ

①★作業4日
②★10/16下半期クリーニ
ング業務についてすり合わ
せ：横浜市・㈱エフシー
ジー・市民ギャラリー

！10/16下半期業務のスケ
ジュールおよび作業確認打
合せ：㈱エフシージー・市民
ギャラリー

①★作業13日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った

！11/22 次H26年度のスケ
ジュールおよび作業確認打
合せ：㈱エフシージー・市民
ギャラリー

①★作業8日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った。
！12/24新ギャラリー収蔵
庫の棚設置方法および作
品保管用中性紙ボックスの
購入方法について打合せ

①★作業12日
②★受託会社との日常的
な連絡調整・確認を行っ
た。
！1/27開館記念展の展示
予定作品や次（H26)年度の
作品クリーニングについて
打合せ

①★作業11日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った。
！2/12、横浜市・受託会社・
財団との3者で、次（H26)年
度の作品クリーニングにつ
いて打合せ

①★作業7日
②★受託会社との日常的な
連絡調整・確認を行った。
！3/24～28、未撮影作品の
撮影を行った。全288点

◆日報とデータベースの管理

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

★作業日報を作成
★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成 ★作業日報の作成

◆「アートヨコハマ」を活用した所蔵作品の広報
「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

★4/25 5月号で、長谷川潔
「飼い馴らされた小鳥（草花
と種子）」を紹介

★5/27・6月号で、益井三重
子「風薫る」を紹介

★5/27・7月号で、栃木順子
「すいへいせん」を紹介

★7/25・8月号で、吹田文明
「花火大会」を紹介

★8/25・9月号で、馬場檮男
「オデッサの祭（水兵たちの
踊り）」を紹介

★9/25・10月号で、中神潔
「演奏（A）」を紹介

★10/25・11月号で、市川保
道「夕映（鶴見川）」を紹介

★10/25・12月号で、五十嵐
英壽「チューサン接岸」を紹
介

★12/25・1月号で、森田曠
平「慶長のおとめ」を紹介

★1/25・2月号で、入江正
巳「春光（三溪園燈明時本
堂）」を紹介

★2/25・3月号で、寺田春弌
「花（アネモネ）」を紹介

★3/25・4月号で、岩見禮花
「富士には水がよく似合う
B」を紹介

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

◆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

各分野の経験と専門性を有
した人材を配置
副館長1、経理・庶務1、学
芸・広報2の合計4名

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★副館長1、経理・庶務1、
学芸・広報２、合計4名を配
置

★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（教育委員会、ＮＰＯ法人横浜美術
友の会等）との連携

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

★産業貿易センターと職員
全員の事務室鍵、駐輪場、
〒ポストの契約を取り交わ
した。その他日常清掃・ゴミ
廃棄・電球交換等について
確認・調整した
★コンベンションビューロー
と引越後の調整および日常
的な連絡を行った

★財団事務局引越（7/6,7)
に向け、財団事務局、産業
貿易センタービルおよびコ
ンベンションビューローとの
調整を日常的に行った

★財団事務局引越（7/6,7)
に向け、財団事務局、産業
貿易センタービルおよびコ
ンベンションビューローとの
調整を日常的に行った。
！6/14-16OA床にするため
の工事に際し、2泊3日の引
越＆戻し作業

★財団事務局引越（7/6,7)
前後に、産業貿易センター
ビルおよびコンベンション
ビューローとの調整を行っ
た

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

！2/3からの利用団体の登
録・相談受付で、利用団体
の問合せ・訪問が増えるの
で協力を呼び掛け、掲示板
掲出等で協力して頂いた

★財団事務局開設後（7/8
～）は、調整役は財団事務
局

利用登録・相談会での市民
対応では各所に協力を要請
した

◆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

◆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、
横浜画廊散歩120,000円

★横浜画廊散歩5月号2社
より10,000円

★横浜画廊散歩6月号で
20,000円

★横浜画廊散歩7月号で
15,000円
★ヨコハマ・ギャラリーマッ
プで120,000円

★横浜画廊散歩8月号で
25,000円

★横浜画廊散歩9月号で
15,000円

★横浜画廊散歩10月号で
15,000円

★横浜画廊散歩11月号で
15,000円

★横浜画廊散歩12月号で
15,000円

★横浜画廊散歩1月号で
15,000円

★横浜画廊散歩2月号で
15,000円

★横浜画廊散歩3月号で
15,000円

★横浜画廊散歩4月号で
15,000円
！情報誌広告料収入総計
＝310,000円（当初予想17
万円）

◆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

◆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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★冊子「利用の手引き」5社
競争見積により印刷会社を
決定（3,000部、24頁、2色、
151,200円）

★XPサポート終了に伴うＰ
Ｃの入替導入について多角
的に検討し、5年リースによ
る導入と施設決定→市入
札名簿よりＰＣリースを行っ
ておりかつ市内および準市
の全13社を選び業者選定
委員会を行い、同13社での
入札を決定

★2/21PC入替え導入の入
札により東京センチュリー
リース（準市）に決定

★3/30PC入替え作業。5年
リースによりH26年4月から
支払開始

(３) 維持管理目標
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に記載

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

①★仮収蔵庫作業日は目
視点検と空調測定を実施
★三井倉庫㈱と適宜作業
確認
？三井倉庫㈱へ避難経路
の確認と実地訓練を依頼実
施
②★毎週月曜日清掃を実
施
★月・水・金にゴミの廃棄
③4月の作業日（6回）に換
気を行う

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

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

①仮収蔵庫
★作業日終了時の見回り
実施、倉庫警備員との確認
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

①★
②★
③★

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

①★4/26第1回合同防災訓
練

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

①★防災に関連し、日常的
な情報共有

3/11 財団全体の合同防災
訓練および東北大震災の
犠牲者への黙祷

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

①★4/1作成＆提出
②★ ②★ ②★ ②★ ②★ ②★ ②★ ②★ ②★ ②★ ②★

６　光熱水費の削減努力
専有部分（48.79㎡）の電気
使用の節約

★昼時間や残業時の部分
消灯および適宜使用しない
機器類の電源OFFを心掛け
節電に努めた

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

７　絵画教室準備室等の提供

８　施設予防保全

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

５　事業の実施・管理運営体制

６　その他



(４) ＰＤＣＡサイクルの確実な運用
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に記載

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　日報及び月報の作成・管理
日報を作成する（月報を兼
ねる）

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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。

★2/14に、Ｈ26年度業務計
画及び収支予算書を提出

３－１　業務評価（モニタリングの実施）
翌月に当該月分のモニタリ
ングを実施

★4/9 H24年度12～3月分
のモニタリングの実施

★5/16 4月分のモニタリン
グの実施

★6/18 5月分のモニタリン
グの実施

★7/22 6月分のモニタリン
グの実施

★8月には行わなかった（財
団全体での判断）

★9/25 7,8月分のモニタリ
ングの実施

★10月には行わなかった
★11/18 9月分のモニタリン
グの実施

★12/27 10，11月分のモニ
タリングの実施

★1/29に、12月分のモニタ
リングの実施

★2月には行わなかった
★3/24に、1月と2月分のモ
ニタリングの実施

３－２　業務評価（自己評価の実施） 中期、年度末に自己評価

３－３　業務評価（第三者による評価の実
施）

(５) 指定期間終了にあたっての業務
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に記載

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　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

(６) 留意事項
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に記載

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　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

★仮事務所および倉庫
（ZAIM)に施設賠償保険を
掛けた（～H26年3月31日）

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」「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

★「横浜画廊散歩」5月号を
発行し、HPでも同じく情報
公開した。HPは3回
(4/9,15,25)情報を更新

★「横浜画廊散歩」6月号を
発行し、HPでも情報公開
し、5回更新した

★「横浜画廊散歩」7月号を
発行し、HPでも情報公開
し、4回更新した

★「横浜画廊散歩」8月号を
発行し、HPでも情報公開
し、4回更新した

★「横浜画廊散歩」9月号を
発行し、HPでも情報公開
し、3回更新した

★「横浜画廊散歩」10月号
を発行し、HPでも情報公開
し、4回更新した

★「横浜画廊散歩」11月号
を発行し、HPでも情報公開
し、5回更新した

★「横浜画廊散歩」12月号
を発行し、HPでも情報公開
し、6回更新した

★「横浜画廊散歩」1月号を
発行し、HPでも情報公開
し、５回更新した

★「横浜画廊散歩」2月号を
発行し、HPでも同じく情報
公開した。HPは4回
(1/8,15,24,29)情報を更新

★「横浜画廊散歩」3月号を
発行し、HPでも同じく情報
公開した。HPは3回
(2/6,7,26)情報を更新

★「横浜画廊散歩」4月号を
発行し、HPでも同じく情報
公開した。HPは6回
(3/1,5,14,17,18,26)情報を更
新

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

★4/9,23に横浜市と新ギャ
ラリーについての検討会議
を実施
★随時

★5/14,21 横浜市と新ギャ
ラリーについての検討会議
を実施
★随時

★6/7,19,25 横浜市と新
ギャラリーについての検討
会議を実施
★随時

★7/30 横浜市と新ギャラ
リーについての検討会議を
実施
★7/2,第2期指定管理選定
評価委員会の第1回目
★随時

★8/12,23 横浜市と新ギャ
ラリーについての検討会議
を実施
★8/2,第2期指定管理選定
評価委員会の第2回目
★随時

★9/4,18,30 横浜市と新
ギャラリーについての検討
会議を実施

★
10/22 コレクション点数につ
いて横浜市に報告・説明
10/29 いせやま建築会議に
出席
その他、日常的に新ギャラ
リーについての情報共有・
検討を実施

★11/1,26 横浜市と新ギャ
ラリーについての検討会議
を実施
11/5,12,19,26 いせやま建
築会議に出席
その他、日常的に新ギャラ
リーについての情報共有・
検討を実施

★12/19,26 横浜市と新ギャ
ラリーについての検討会議
を実施。12/10はあざみ野も
入れて3者協議
12/12,20「利用の手引き」校
正について協議
12/3,10,24 いせやま建築会
議に出席
12/16 新ギャラリーについ
て設計士からレクチャー
12/24 新ギャラリー現場見
学

★1/７,10,17 横浜市と新
ギャラリーについての検討
会議を実施。1/7はあざみ
野も入れて3者協議
1/22「利用の手引き」納品
し、ただちに市の関係所管
へ配布、翌1/23には旧ギャ
ラリー利用団体へ抽選会日
程・利用登録票等を同封し
送付
1/14,21,28 いせやま建築
会議に出席

★2/10，28 横浜市と打合
せ：NPO法人横浜美術友の
会およびＨ26年度業務計画
及び収支予算ついて打合
せ
2/12 横浜市・収蔵庫クリー
ニング受託業者・財団との3
者協議
2/13 横浜市・友の会・財団
との3者協議
2/21 コンベンション課より
フォトヨコハマ2014について
の報告
2/27 文化振興課・教育委
員会と教育委員会の主催・
共催での市民ギャラリー利
用について調整

★3/27 横浜市と打合せ：条
例規則改正、利用要綱につ
いての摺合せ
3/3 道路局と打合せ：送迎
車サービスについて参考意
見聴取
3/28 横浜市教育委員会と
打合せ：展示室利用登録

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

（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
（６）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)(7)(8)適正に対処する

（１）★展示備品（彫刻台）の
申請書および許可書を策定
した
（２）★ZAIMの倉庫としての
利用での作業日について報
告
（３）（４）（６）（７）（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★

（１）～（4）★
（６）～（８）★


