
横浜市民ギャラリーあざみ野
　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

1.横浜市北部地域における文化芸術活動
の拠点施設として、地域の特性を活かし
ながら市民の創造性ある活動によって魅
力あるまちづくりに寄与する取り組み。

2.男女共同参画センター横浜北との複合
施設という特性を踏まえ、様々な違いを
超えて、人々が集まり交流できる場とな
るよう、文化芸術のもつ創造性を活かし
た取り組み。

◆すべての市民に創造性のある活動
を提供
◆ネットワークで地域が広がる取り
組み
◆すべての人を受け入れる運営
◆市民協働の推進
◆施設の賑わいを創出

・企画展やアトリエ講座等の内容を充実させ、市民が美術に
触れる機会（鑑賞・参加）を数多く提供。
・男女共同参画センター北との連携を強め、複合施設の特性
を生かしたプログラムを実施。
・アートサポーターをはじめとする市民協働や参加型事業の
展開を通して、市民がアートと出会う機会を増やし、“街づ
くりアート”を充実。
・横浜市所蔵カメラ・写真コレクションの収蔵館として、
「フォト・ヨコハマ」への協力・連携を推進。
・貸館利用者のサービス向上、バリアフリーの推進等。
・横浜市所蔵カメラ・写真コレクションの整理・保存・活用
を推進。
・設備や備品の適切な保守管理および環境への配慮をし、安
心で明るく使いやすい施設管理に取り組む。

Ｂ

　指定管理第2期のテーマ「アートで
元気になろう」の事業展開を継続。
　アートを積極的に生活に取り入
れ、こころ豊かに暮らす市民といっ
しょに地域に働きかけ、横浜を元気
にすることを目指し、創造性のある
活動を多く実施。いろいろな活動を
している人たちが知り合い、協力し
あい、新しい活動が生まれる体制づ
くりに努め、すべての人に開かれた
運営に男女共同参画センター横浜北
とともに取り組むことで、横浜市の
文化振興に貢献した。特にコンテン
ポラリーアートを紹介することで、
現在進行形のアート体験ができる施
設としての機能を発揮した。

Ｂ

文化事業の展開においても、管理業務の
遂行においても、これまでの豊富な実績
を活かして安定した運営がなされていま
す。
事業面においては、子どもを対象にした
事業、障がいのある方への事業が独自性
をもち充実しており、すべての市民に創
造性ある活動を提供するという役割が大
きく果たされています。
男女共同参画センター横浜北と引き続き
連携して施設運営、協働企画事業を行
い、地域文化の拠点としての役割にも努
めてください。

（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)文化芸術に直接出会える場 ◆市民が美術を核とした身体表現、
映像分野等の様々な分野の文化芸術
に触れられる展覧会の実施
◆横浜の地場にこだわった展覧会の
実施
◆ワークショップやレクチャーなど
市民参加型の企画の実施
◆横浜市所蔵カメラ・写真コレク
ションを広く公開

□ ４回の展覧会で、関連事業を含め入場者12,000
人以上。

■ アンケートを実施し、企画展４回の平均満足度
4.6 以上。 Ｂ

展覧会　　　　　　４回開催
入場者数　合計　13,830人
満足度　　 平均　4.74

Ｂ

入場者数、満足度とも高めの目標水準でした
が、目標を達成しています。
企画展の内容も、新しい表現方法であるアニ
メ、カメラコレクションを活用した内容、子ども
の表現活動、障がいのある方の表現活動と多
様な来館者層を見込める展示内容となってい
ます。併せて、多様な表現者の育成にも寄与
しています。

2)市民やアーティストの創造活動の支援
の場

◆市民自ら創作に関る基礎的な技
能、技能習得の場の提供
◆アーティストから学べる場の提供
◆様々なジャンルの創造活動に対す
る支援
◆市民協働の企画の実施

① □市民のための講座・ワークショップを年間50
回以上実施。
② □講座・ワークショップ参加者延べ850人以上、
平均満足度4.6以上。
③ □ショーケースギャラリーで新進アーティスト
による展示を6回実施。
④ □あざみ野カレッジは、5年間で学生数1,000
名。（25年度200名）

Ｂ

市民のための講座等　年間51回実施
講座等参加者　延べ　790人
平均満足度　4.77
ショーケースギャラリーでの展示　５回
あざみ野カレッジ学生数　310人（平成22
年度から4年間で894人）

Ｂ

市民のための講座の参加者数は目標水準に
達しなかったものの、あざみ野カレッジの学生
数は目標水準を上回りました。満足度につい
ても目標水準を達しています。
ショーケースギャラリーの展示回数が若干達し
ていませんが、作家の制作過程のサポートや
関連ワークショップの開催など１回ごとの内容
を充実させたことは評価できます。

3)次代を担う子どもの創造性教育の場 ◆子どもの芸術と創造活動に出会え
る場の提供
◆学校教育との連携
◆アウトリーチ事業の実施

① □子どものためのプログラム・ワークショップ
を年間80回以上実施。（ジュニアコーラスを含
む）、参加者延べ8,200人以上。
② □ワークショップ実践手法を学べる教師向けの
講座を１回実施。
③ □ティーチャーズあざみ野プロジェクトへの参
加者数20人以上。
④ □アウトリーチ事業　５回以上。

Ｂ

子どものためのプログラム　85回実施
プログラム参加者　　　延べ10,293人
教師向けの講座                １回実施
ティーチャーズプロジェクトへの参加者数
12人
アウトリーチ事業　　        　 ５回実施

A

子どものためのプログラムについては、開催
回数及び参加者の目標水準を大きく上回って
います。内容も、子どもの発達過程に合わせ
創意工夫し、多彩で魅力的な内容となってお
り地域の子ども家庭支援に大きく貢献してい
ます。学校教師への支援事業も継続されてお
り、学校のニーズに合わせた連携が構築して
います。

4)創造活動と社会、市民活動を結びつけ
る場

◆障がいのある人が事業に参加しや
すい環境
◆アーティストと市民が交流できる
場の提供
◆アートを活かした親しみやすい施
設の運営

① □北部公募展応募総数300点以上、入場者数
4,500人以上。
② □青葉区民芸術祭は前・後期で入場者数5,000人
以上。
③ □街なかアートプロジェクトを5年間で15事業実
施。（25年度3事業）

Ｂ

北部公募展応募総数329点、入場者数
4,880人。
青葉区民芸術祭は入場者数が4,398人と
目標に達しなかった。26年度は区制20周
年でもあり、区との広報協力を強化して入
場者増を図る。
街なかアートプロジェクト3事業実施

Ｂ

青葉区民芸術祭は地域の文化拠点でもある
施設としては重要な事業でもあり、入場者数
が少なかった要因について分析し、次年度以
降は対策を行い、地域との連携がより深まるこ
とを期待します。

5)創造活動を介した人々の関わり合いの
場

◆障がいのある人が事業に参加しや
すい環境
◆アーティストと市民が交流できる
場の提供
◆アートを活かした親しみやすい施
設の運営

① □フェローアートギャラリー　3組以上の展示発
表。
② □アートカフェ　3回
③ □アートワゴン　9回
④ □あざみ野ナイト　1回実施、開催日の来場者数
2,200人以上。

Ｂ

フェローアートギャラリー　3組4回の展示
アートカフェ３回、アートワゴン９回実施
あざみ野ナイトは３月に１回実施。来場者
数が1,075人と目標に達しなかった。26年
度は開催時期を夏にし、来場者増を図
る。

Ｂ

作品だけではない形で障がいのあるアーティ
ストを中心に交流できる場を親しみやすく生
みだしている事業展開について評価できま
す。
あざみ野ナイトの入場者数が少なかったことに
ついては、要因分析と共に対策が必要です。

（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)市民の利用を促進する ◆新規利用団体の開拓とリピーター
の獲得
◆貸し出しシステムの安定的運用
◆ＨＰによる市民の主体的な活動の
広報協力
◆施設利用者に対する助言や指導

① □アトリエ目標利用率：コマ単位67％、日にち単位90％、夜間コ
マ利用率　27％。
　(5年間で利用可能コマ数に対し70％)
② □アンケートによる展示室利用者の満足度4.6以上。

Ｂ
アトリエ利用率　コマ60％、日にち92％
アトリエの夜間利用率　33％
利用者満足度　4.81

Ｂ
コマ単位でのアトリエの利用率が若干低いこと
が課題です。

2)施設運営における市民参画を促進する （項目なし） ① □アートサポーター登録者数150名。
② ■アートサポーターの、制作補助・広報事業での活動を推進。

Ｂ アートサポーター登録者数　169名 Ｂ

3)積極的な広報を展開する。 ◆広報媒体等の充実、アートに関わ
る情報の提供

① □ホームページアクセス件数は、年間45万件以上。
② □ホームページ更新　週１回以上。
③ □あざみ野メンバーズへのメールマガジン　月1回の定期配信。
④ ■広報する内容によって有効な媒体を選択し、コストパフォーマ
ンスを向上。

Ｂ
ホームページアクセス数　682,244件
メールマガジンは月１回定期発信の他、
イベントに合わせて随時発行。

Ｂ

メールマガジン等を活用したきめ細かい情報
発信がホームページのアクセス数の増加につ
ながっていると推測でき、効果的な広報戦略
を評価できます。

4)市民ニーズ、市民満足度等の把握と対
応

（項目なし） ① ■利用者のクレームや意見を館内職員で情報共有し、迅速
な運営改善につなげます。
② ■障がいのある人を対象にしたギャラリーツアーの実施
や、サインの工夫をします。

Ｂ
企画展開催中に「視覚に障害のある人と
ない人が共に楽しむ鑑賞会」を毎回実
施。

Ｂ
視覚に障がいのある方への美術の鑑賞機会
の提供を継続して行っていることは高く評価し
ます。

5)カメラ・写真コレクションの適切な収
蔵、保管、調査、研究、発表、活用、展
示

◆収蔵庫管理
◆管理・保存
◆調査、研究、発表
◆活用（貸出・熟覧）

① □年間を通じて温度は20℃±2℃、湿度50％±2％。
② ■pH値を定期的に測定し、測定結果に応じたケミカルフィルター
を設置。
③ ■定期的に文化財喰害虫生息調査を実施。
④ ■管理・保存、調査・研究について専門機関の協力をあおぎなが
ら進めます。
⑤ ■ワークショップや講座を実施し、写真制作に関わる理解を推
進。
⑥ □ロビー展示　4回実施。

Ｂ ロビー展示　４回実施 Ｂ
カメラ・写真を専門とする学芸員を中心に、コ
レクションが適切に維持管理され、調査研究
が進められていることが確認されました。

６)危機管理対策の充実 ① ■緊急対応体制、危機管理マニュアルを随時更新。
② □合同防災訓練を年間2回実施。 Ｂ 防災訓練2回実施 Ｂ

７)保険及び損額賠償の適切な取り扱い、個
人情報の保護への適切な措置、情報公開へ
の積極的取組み

（7）留意事項１～３へ転記

Ｂ Ｂ

８)男女共同参画センター横浜北との連携 ◆事業面での協働
◆運営面での協働
◆維持管理面での協働

① □ロビーコンサートを通年で月2回実施。
② □アートフォーラムフェスティバルを年１回実施、来館者数2,500
人以上。
③ □女性と芸術文化をテーマにした「あざみ野サロン」、インターン
シップ受け入れ、子ども向けプログラム「ジュニアコーラス」(再掲)等を
共同の企画で実施。
④ □週１回の管理合同ミーティングを実施（ギャラリー、センター、委
託会社）。
⑤ □月１回の職員合同ミーティングを実施。

Ｂ

ロビーコンサート24回実施
アートフォーラムフェスティバル　来館者
数　2,983人

Ｂ

９)横浜アーティストデーターバンクの構築と
運用

① ■経営企画グループ（広報担当）と共同でLOD 化を推進。財団
内での連携したデータベースを整備。
② ■新進アーティストの継続的な支援（制作支援、活動の紹介およ
び発表の場の提供など）。

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。



横浜市民ギャラリーあざみ野
　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)市民ギャラリーあざみ野専有部分における
建物・設備・備品の適切な保守管理及び予
防保全

① ■年間無事故。
② ■クレームの無い、快適な環境を維持。
③ ■修繕必要箇所に迅速に対応。
④ □展示室壁面を年１回メンテナンス(塗り直し)。

2)環境問題への配慮 ① ■ゴミの分別を徹底し、排出量を抑制。
② ■利用者にはゴミの持ち帰りの原則を徹底し、必要な場合はゴミ
袋を有料で販売。
③ □電気とガスの使用量を平成24年度比▲1％。

（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)コスト削減への努力 ① ■男女共同参画センターとも協力し、施設管理にかかる委託費を
前年度並みに抑制

2)収入向上及び外部資金導入の努力 ① □利用料金収入年間1,200万円以上を維持。
② □助成金を2件申請し、協賛金・広告料とあわせて獲得目標300
万円以上。

(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

１　日報及び月報の作成・管理 □日報：毎日閉館時に作成。
□月報：翌月15日までに作成。

２　業務計画書及び業務報告書の作成・
管理

□業務計画書及び報告書を期日内に提出。

３－１　業務評価（モニタリングの実
施）

□モニタリングを毎月実施（翌月中）。

３－２　業務評価（自己評価の実施） □自己評価を年度末に実施。

３－３　業務評価（第三者による評価の
実施） ※Ｈ23実施済み

（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
□賠償責任保険、レジャーサービス保険、動産保険
に加入。

２　法令の遵守と個人情報保護
■コンプライアンス研修を実施。
■常に個人情報保護意識を持ち、集めた個人情報は
規程に基づき適切に取り扱う。

３　情報公開への積極的取組
■施設利用者向けの必要な情報は、施設ホームペー
ジにおいて速やかに公開。

４　市及び関係機関等との連絡調整
■横浜市・美術関係施設・文化関係施設・男女共同
参画センターとの充分な連絡調整・連携・情報交換
を実施。

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

使用量が前年度（H24)よりガス▲0.3％、
電気▲3.4％減。

Ｂ

Ｂ Ｂ
適切な保守管理・予防保全に努め、引き続き
年間無事故を維持してください。

Ｂ

昨年度に引き続き、高額費用相当分の機器
貸与等の協賛を獲得しており、コスト削減の努
力を評価できます。

Ｂ

26年度事業への助成金・協賛金を2件申
請（うち1件170万円決定）。
これとは別に「あざみ野フォト・アニュア
ル」では協賛社（映像・写真関連企業５
社）から、約590万円相当の機器の無料
貸与等を受けたことで目標を上回った。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

■（1）～（8）を適切に実施。


