
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

※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

横浜市市民文化会館　関内ホール
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）

1．質の高い芸術文化の鑑賞機会を提供し、市
民はもとより市外からも観客を誘致すること
による、関内・馬車道駅周辺や伊勢佐木町も
含めた関内地区の賑わいの中心拠点の確立

2．馬車道地域の一員として、町内会・商店街
組合への加入や、地域活動への協力

◆市内の芸術・文化団体の発表や創作活動の
場となり市民が文化の拠点施設として利用で
きる環境づくりをさらに進める

◆都心部他館との棲み分けを図り、市民が気
楽に多彩なジャンルの芸術文化に触れ、都市
生活を充実させるための中核施設として質の
高い鑑賞機会を提供する

◆企画段階から市民が参加する事業に積極的
に取り組むなど会館だけでなく市民メディア
などとも連携し、市民とのパートナーシップ
を強化する

◆周辺地域との連帯を一層進め、ホール公演
だけでなく地域と一体となった“馬車道アー
トフェスタ”の実現など「街の賑わい」「創
造界隈」形成に寄与する

◆メディアを用いた情報発信事業をさらに充
実させるとともに市民メディアなどとも連携
し、情報交換を通じて業務を推進するIT時代
の新たな会館像を創造する

 2期目指定管理期間の中間地点である平成25年度は、初年度から取り組
んできた「市民参加」や「市民芸術文化団体の活動支援」「若手アー
ティストの活動支援と育成」等を目的とした各種事業を更に充実・発展
させるとともに、今期の中心的目標の１つに掲げた地域との連携による
複数日程を利用した文化イベント「馬車道アートフェスタ」の実施に着
手します。
 運営面では「ステージコンシェルジュ」などのサービスと業務改善の
ＰＤＣＡサイクルを継続することで安定したサービスの供給に努めてい
きます。また、今年度は来場者の利便性向上と災害対策を目的とした公
衆無線LANアクセスポイントの設置や、舞台、楽屋で利用可能な無線LAN
設備の敷設などインターネット環境の整備を進めます

B

1.市民の芸術文化活動の発表・創造的活動の
ための場の提供

①市民文化団体支援事業の実施
□７事業以上の実施を支援する

②ワークショップ事業の実施
□ワークショップ２事業を実施する

③市民参加を主体とする事業の実施
□７事業を実施する

　前年度に引き続き「貸館」「事業」「管理」の各業務
を安定的に継続し、利用者の立場に立ったサービス提供
と市民目線の運営に取組みました。今年度の稼働率は大
ホール96%（前年比+2%）、小ホール90%（前年比-1%）
と、大ホールについては前年比2ポイント増、小ホール
については1ポイント減という結果になりましたが、ほ
ぼ例年通り上限に近い稼働率を維持することができまし
た。
　事業においては、「賑わいの創出」「地域との連携」
「市民の文化拠点づくり」「アーティスト支援」「質の
高い鑑賞機会の提供」「ITとメディアによる情報発信」
等の各キーワードを軸に、年度計画に沿って7種の事業
を予定通り進めました。特に今年度は2期目指定管理期
間の達成目標である、地域と連携した複数日程の文化的
イベント「アートフェスタ」の初開催や、前年度に整備
を終えた公募型ストリートライブのステップアップ事業
の実施、オーディエンス参加型合唱コンサートの小ホー
ル開催から大ホール開催への移行などを中心に取り組み
ました。
　運営面においては、引き続きPDCAサイクルによる業務
改善に取組み、安定したサービスの提供に努めました。
特に今年度は、利用者サービスの向上と災害対策を目的
とした“公衆無線LANシステム”の設置と、舞台や楽屋
で利用可能な無線LANの敷設などインターネット環境の
整備を実施しました。
また、共同事業体の専門分野であるテレビ、インター
ネットなど“メディア”を事業、広報をはじめとする運
営全般に積極的に活用しました。

B

◆利用者へ「サポーターズ倶楽部」による優
先予約の適用（市民文化団体支援事業：年間
６～８事業）等運営面や利用の際の支援

◆文化活動すそ野の拡大のためのワーク
ショップの定期的な開催

◆「市民参加型事業」の継続的な実施

B

　指定管理期間の３年目として、事業の継続・発展を着
実に行っており、利用率も高い水準を維持しています。
地域貢献事業についても積極的に実施実施することがで
きています。
　光熱水費の高騰などがあるにもかかわらず、過去最高
となる収入を記録し、昨年度の赤字から黒字に転換した
ことが評価できます。
　今後の指定管理４年目、５年目に向けて、継続した事
業の発展と施設管理、収支の維持を期待します。

B

①文化的活動に携わる個人や、市内を拠点に活動する市
民芸術文化団体等が主催する、主に市民参加を主体とし
た事業について公演実施に向けたさまざまな支援を実施
しました。今年度は共催事業3事業、協力事業9事業の合
計12事業について協力し、引き続き市民や市民芸術文化
団体等が文化活動の拠点施設として利用できる環境づく
りに努めました。

②シリーズ3回目となる「ゴスペルワークショップ」を
3ヶ月間、全13回のスケジュールで開催しました。この
ワークショップはレッスンを経て、大ホールで開催する
『横浜国際ゴスペルフェスティバル』への出演や、講師
であるアーティストとプロ仕様のステージで共演する
「修了コンサート」を体験するプログラムです。今回は
11歳から70歳までの61名の受講生がレッスンを経て、本
格的な舞台公演を体験しました。その他、「夏休みの親
子コーラス＆舞台の仕組みワークショップ」「お筝体験
ワークショプ」「ピアノの仕組みワークショップ」等、
充実した舞台設備を備える市民文化会館ならではのス
テージ体験を交えたワークショップを開催し、世代や
ジャンルの異なる多くの方々が文化的活動を通じて交流
する機会を提供しました。
今年度は4事業を実施しました。

③今年度、市内全域で開催された音楽イベント“横浜音
祭り”の市民プログラムである「ヨコオトライブ2013バ
ンド部門/合唱部門」と、市内で活動するアマチュアダ
ンスチームが一同に集う「中区民ダンスフェスティバ
ル」を各実行委員会との共催事業として実施したほか、
公募の「市民ミュージカル」や「母子を対象とした参加
型コンサート」を昨年に引き続き主催事業として実施し
ました。更に、これまで小ホールで実施していた「オー
ディエンス参加型合唱コンサート」について、要望の多
い“大ホールレギュラー化”に取組むなど、こどもから
大人まで多くの市民が集い交流する文化活動の拠点施設
として更に整備を進めました。
今年度は9事業14公演を実施しました。

＜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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2.市民に対する演劇、音楽その他の芸術文化
の鑑賞機会の提供

◆各月2回以上、ジャンル別に年間を通じてバ
ランスのとれた構成による舞台公演の共催・
協力事業の実施

◆ホールプロモーション事業（年間25～28公
演実施）

◆フェスティバル事業（街のにぎわい作り事
業（年間４～５公演実施）

◆アーティスト支援事業（年間４～５事業実
施）

◆市民参加型鑑賞事業（年間３～４事業実
施）

①ホールプロモーション事業の実施
□バラエティー・エンタメ系事業９事業を実施する
□コンサート系事業10事業を実施する
□演劇・ミュージカル・舞踊系事業７事業を実施する

②フェスティバル事業の実施
□フェスティバル事業７事業を実施する

➂アーティスト支援事業
□アーティスト支援事業５事業を実施する

④市民参加型鑑賞事業
□市民参加型鑑賞事業を３事業を実施する

A

①今年度は人気レギュラー事業である関内寄席シリーズ
を例年の4本から5本に増やしたほか、横浜出身の女優、
岸惠子さんの一人芝居公演を実施するなど、主催・共催
事業として11公演、プロモーターや劇団との提携による
誘致・協力事業として46公演の合わせて57公演を実施し
ました。例年のレギュラー公演のみならず、新たなアー
ティストの公演についても積極的に誘致を行い、引き続
き話題性の高い人気公演をバラエティー、音楽、舞踊、
演劇等、各カテゴリーごとにバランスよく実施し、市内
外から多くの来場者を呼び込むことでリピーターの増加
に努め、地域の活性化と賑わい創りに貢献しました。

②2期目指定管理期間中の達成目標である、地域と連携
した複数日程での文化的イベント「馬車道アートフェス
タ」の記念すべき第1回開催を、地元馬車道商店街との
協働により、伝統ある地域のお祭り“馬車道まつり”の
開催期間に合わせ、「関内ホール1日オープンデー」と
共に3日間の日程で開催しました。期間中は大・小ホー
ルで吹奏楽、ジャズ、クラシックなどのコンサートや、
落語会を入場無料で公開したほか、最終日の「関内ホー
ル1日オープンデー」は“親子のふれあい”をテーマに
各種ワークショップや、クリエイターによるバザー等の
イベントを実施し、3日間の開催期間中に、およそ延べ
5000名の来場者を呼び込みました。その他、馬車道のシ
ンボル的イベント「あいすくりーむ発祥記念の日」に因
んだ入場無料の記念コンサートを、昨年に続き地元馬車
道商店街と共同開催したほか、「ガスライトフェスティ
バル」「セントラルタウンフェスティバル」といった商
店街の定例イベントにも協力して取組むなど、地域との
連携をより一層深めました。その他、例年通り「横濱
ジャズプロムナード」「ヨコハマ映画祭」などの横浜を
代表するイベントの誘致や、新たなシンボルイベント
「横浜国際ゴスペルフェスティバル」を開催するなど、
地域に根差した継続性の高い事業を多数実施し、周辺地
域の活性化と文化振興に貢献しました。今年度は7事業
を実施しました。

③前年度に3ステップの育成事業として整備を終えた、
公募型ストリートライブ「馬車道ショートパフォーマン
スライブ」のステップアップ企画として、今年度は大
ホール開催を含む4公演のワンマンライブを実施しまし
た。これら全ての公演についてテレビ（ｔｖｋ）、
YouTubeでのCM放映や、昼の情報番組（ｔｖｋ）での告
知出演を実施するなど、指定管理者の専門分野であるメ
ディアを最大限活用し、アーティストを全国区で紹介し
ました。その他、バレエやクラッシック、オペラ等これ
からの活躍が期待されるアーティストの発表や練習、公
演実施へ向けた協力など、多くのアーティストの活動を
さまざまな面で支援しました。今年度は7事業43公演を
実施しました。

④ゴスペルワークショップの受講生（61名）と講師であ
るプロアーティストによるコラボコンサートを制作し、
入場無料の招待イベントとして実施したほか、一般公募
による市民ミュージカル「マルコポーロの夢」や、子ど
もミュージカル「クーメの魔女」など、参加者自身が
レッスンを経て舞台に立ち、作品を披露する鑑賞事業を
実施しました。

A

3.市民の集会や講演会利用への施設の提供

◆利用率の維持

◆新たな利用者の開拓

◆市民に役立ち、関心が高いテーマを掘り起
こす

◆市民の要望に応じた優先利用の適用

◆市民の要望に応じた著名人の講演会の実施

◆利用者へ「ステージコンシェルジュ」「舞
台専門スタッフ」「広報・広告」「荷物の事
前搬入」による利用の際の支援

B B

①生花やお弁当の手配、吊看板、機器レンタルなどの一
括手配を承る「ステージコンシェルジュサービス」の継
続や、イベント実施に関するアドバイス、舞台技術のサ
ポート等を充実させることで講演会、集会の利用維持に
努めました。

②行政が主催・共催する講演会や集会のほか、社会性、
公共性が高い内容の講演会を誘致しました。今年度は
「日本の未来に女性の力を」（12/14実施）と、「横浜
建築祭CROSS×CROSS」（3/1実施）の2つの講演会を協力
事業として実施しました。

①利用率の維持と新たな利用者開拓
□講演会・集会の利用率維持目標
　大ホール 年間38% （日）
　小ホール 年間36% （日）

②市民の関心の高い講演会・集会の実施
■行政が主催する講演会や集会、社会性・公共性の高い集会などに引き
続き優先枠を提供する
□市民の関心の高いテーマを扱った集会・講演会を２事業実施する

それぞれの事業において、計画を大きく上回る数の事業
を実施してており、質も高い鑑賞機会を市民に提供して
います。
第２期指定管理期間の目標である「馬車道アートフェス
タ」を実施し、のべ5,000名が来館する盛況となってい
るほか、昨年度から３ステップとしてアーティストを支
援している「馬車道ショートパフォーマンスライブ」、
３回目の実施となる「ゴスペルワークショップ」など、
指定管理期間の３年目として、事業の継続だけでなく、
さらに発展させた企画を行っています。
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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

3.組織的な施設運営

◆職員それぞれの職務を相互に補完する運営
の ため、情報共有を目的とした「運営会議」
（全職員対象）、ＰＤＣＡサイクルの実施を
目的と した「責任者会議」（責任者対象）の
開催（月 １回）、指定管理者構成団体による
「運営委員 会」の定期的な開催

◆適切な人材の配置 館長１人、副館長１人、
総合企画室長１人、管 理部長１人、管理部職
員１人、事業部長１人、 事業部職員6人、ア
ルバイト4人、舞台技術5 人、施設管理17人

①運営に関する各種会議の実施
□職員間の情報共有を図るための「運営調整会議」を毎月1回実施する
□業務改善のPDCAサイクルの実施を目的とした「責任者会議」（各運営
セクション会議）を毎月1回実施する
□共同事業体各社のノウハウを関内ホールの運営に反映させるため、各
社代表による「運営委員会」を四半期ごと年4回実施する

②適切な人材の配置
■事務所に舞台及び舞台技術の相談員として舞台技術者を常時1名配置
する
■定例会議の実施や情報のサーバー共有により各職員が担当職のみなら
ず相互に業務を補完することで効率的な運営を実施する
□職員配置
　館長 1
　副館長／管理部長 1
　事業部長 1
　管理担当 1
　経理担当 1
　事業担当 3
　受付担当 5

B

①毎月1回「職員会議」と、PDCAサイクルの一環である
「責任者会議」を実施しました。また共同事業体各社の
代表による「運営委員会」を4半期ごとに実施しまし
た。

②舞台技術者を常時最低1名配置し、舞台利用に関する
問合せに対応したほか、届出に基づき適正な人員配置を
行いました。

B

2.利用促進及び利用者サービスの向上

◆利用者へ「ステージコンシェルジュ」によ
る利用の際の支援

◆公演を録画するシステムの導入や積極的な
告知等による積極的な施設の利用促進

◆利用者の利便性を考慮した延長時間の対応
（8時～9時、22時～26時）

◆支払いの際の、現金支払い・振込対応に加
え、カード決済の導入の検討

◆利用促進のための割引優遇制度の継続及び
導入

1.施設の提供
◆開館時間９時～22時

◆提案書に基づく利用料金の適切な徴収

①施設の開館について
□開館について
　開館日数338日
　開館時間9時～22時
□稼働率目標
　大ホール 95％
　小ホール 92％
　リハーサル室1 47％
　リハーサル室2 39％
　リハーサル室3 39％
　リハーサル室4 55％

②利用料金の適切な徴収
■条例で定められた料金設定に基づき、適正な利用料金の徴収する
■利用者サービスの一環として、営利を目的としない利用が多い昼間帯
の料金を下げ、値下げした分を営利目的利用が多い夜間帯の料金に乗
せ、1日料金は従来どおりとする新料金プランの導入を次年度のシステ
ム変更に向け検討を引き続き行う

③貸し館事業、自主事業のバランスある運営
■業務の基準に基づき優先予約を厳正に管理し、月ごとに実施される利
用調整会議で横浜市へ報告を行う

B

①ステージコンシェルジュの実施
■ステージコンシェルジュを引き続き実施する
□利用時間外や休館日を利用した専門スタッフによるきめ細かな施設見
学を年間100件以上実施する
□ホームページに掲載している馬車道グルメインフォメーションに新規
ご案内店舗を２店舗追加する
□公衆無線LANを利用した「チケット販売情報」「店舗紹介」「利用者
アンケート回収」を実施する

②利便性の向上と利用促進への取組み
■利用者から要望の多い早朝１時間と深夜26時までの利用延長に引き続
き対応する
■来場者アンケート、事業アンケート、利用者アンケートを継続的に実
施することで利用者のニーズとクレームを把握し運営の改善に努める
■経年劣化の著しい一部の備品について更新を実施する
■利用者の利便性向上と災害時の対応を目的とした公衆無線LANアクセ
スポイントを設置する
■利用者の利便性向上のため、利用者用無線（優先）LAN設備を新たに
導入する

③割引制度の継続及び導入
■1ヶ月を切った利用に対する割引制度「遅割り」とリハーサル利用区
分帯の料金を割引きする「リハーサル割引」を引き続き実施する
■幼稚園、保育園などを対象とした「未就学児童割引」（利用料金50％
割引）を引き続き実施する
■「リハーサル室メンバーズスタンプカード」を引き続き実施する

B

①生花、お弁当、看板、機器レンタル等、舞台公演に必
要なものに関しワンストップサービスで取次を行う「ス
テージコンシェルジュサービス」を引き続き実施しまし
た。

②要望の多い利用時間延長に対応したほか、各種アン
ケートの回収を引き続き行い改善に生かすなど、利用者
の利便性向上に努めました。今年度は、利便性向上と災
害対策を目的とした公衆無線LANの設置と、舞台と楽屋
で利用できる無線LANの敷設を実施しました。

③ホール独自の利用割引サービスを引き続き実施しまし
た。

B

①大ホール、小ホール、各リハーサル室ともに概ね目標
稼働率を達成しました。

②条例に則り適正な利用料金徴収を行いました。

③業務の基準に定められた優先利用枠を適正に管理し、
月毎のミニ多リング会議で横浜市へ報告を行いました。

B
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4.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努力

◆収入全体の10%台を事業収入目標とし、自助
努力による収入増を目指す

◆事業費、事務費について職員全員が削減意
識を持ち経費節減に務める

①事業収入が全体収入のおよそ10%を目標とした年間実施事業計画を作
成し収入増を図る
□今年度は20事業を実施し、およそ2千4百万円の事業収入を目標とする

②コスト削減の徹底
■空調や照明などエネルギーの使用量を可能な限り節減し、光熱水費の
削減に努める
■事業費、事務費について職員全員が削減意識を持ち経費節減に努める

B

①今年度は23事業を実施し、およそ2千7百万円の事業収
入
を達成しました。

②全職員がコスト削減意識を持ち、経費節減に努めまし
た。

B

指定管理者の強みを活かしたテレビの活用を行っていま
す。また、積極的にツイッターやYOUTUBEを通して幅広
い広報活動を行っており、様々な世代へアプローチして
いることを評価します。

5.その他 B

①指定管理者の専門性を生かした取組みとして、主催事
業についてテレビスポットを制作し、tvkで放映を実施
しました。今年度は17事業について1710回の放送を実施
しました。

②公式ホームページのサポーターズページをリニューア
ルし、所属団体やアーティストの情報発信を行ったほ
か、メルマガ会員で2017名の登録を達成、公式ツィッ
ターで1196フォロワーを達成しました。

③サポーターズ倶楽部で実施した事業などの映像を公式
YouTubeから配信する「関内ホールビデオフォーラム」
で新規22タイトル追加。

④ｔｖｋ番組関連事業として「tvkアニメまつり」（4/7
大ホール）、「sakusakuギフト矢野ワンマンライブ」
（10/8小ホール）、「sakusaku番組特別企画イベント」
（12/3大ホール）の3つの事業を実施しました。

◆年間10～15主催公演による、事業への企業
協賛金の獲得も含め、「積極的な事業展開」
により、収入全体の10％の事業展開を図る

◆分析・見直し・意識化による「事業費」
「管理費」「事務費」のコスト削減の徹底

◆デジタルサイネージ（電子看板）の会館内
設置・展示の事業化

◆主催・共済事業や馬車道ショートパフォー
マンスライブなどでの企業協賛の獲得

◆テレビ・スポットＣＭに特別料金を設定

◆関内に無線LAN設備を設置し、インターネッ
ト利用環境を整備する

◆サポートスタッフ養成講座の開催とスタッ
フ活用

◆会館玄関ロビーに馬車道商店街のＰＲスタ
ンドを設置し地域情報を提供

◆「サポーターズ倶楽部」の活用や「遅割制
度」を導入し「施設利用件数のアップ」によ
る利用料収入のアップを図る

①適確な広報展開
主催事業についてテレビスポットを制作し、ｔｖｋで放送を行う
□今年度は主催事業10事業のスポットCMを作成しtvkで放送を実施する
□ｔｖｋの昼の情報番組内に関内ホールインフォメーションコーナー枠
を設け、施設の情報や主催・共催事業の告知を実施する今年度は6事業
の放映を実施する
□ホールで毎月制作する「催し物ご案内」を市内280ヶ所（5,500部）に
定期配布をする

②サポーターズ倶楽部の充実
□自主公演情報などを送付するメルマガ会員で累計450名の会員登録を
目指す
□公式ツイッターで2,000フォーロワーを目標とする
■関内ホール公式フェイスブックを継続する
■引き続きサポーターズ倶楽部で市民芸術文化団体等の活動支援を行う
■ホームページのサポーターズ倶楽部専用ページの拡充

③デジタルコンテンツの集積と活用
□サポーターズ倶楽部を通じて実施した事業などの映像を20本以上収録
し、公式「You tube」ページ（関内ホールビデオフォーラム）から配信
を行う

④テレビ番組連動・収録公演の実施
□ｔｖｋの番組関連公演または収録公演を今年度は2事業を実施する
　＜実施事業＞
◎tvkアニメまつり収録公演
◎tvkサクサク特別企画　ギフト☆矢野単独ライブ

B
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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

1.保守管理業務

□建築設備、舞台設備及び設備備品、舞台備品、ピアノの法定点検、定
期点検を「別表１」の通り実施する
■舞台、設備、事務消耗品等切らさないよう管理を実施する B B

2.環境維持管理業務
■日常清掃、定期清掃、臨時清掃の確実な実施
公演等による清掃時間の延長に対応する
■高水準なゴミの資源化率について維持するよう努める

B B

3.保安警備業務
警備員による館内巡回の実施
□１日４回（開館日のみ） B B

4.予備う保全及び修繕
◆施設の適正な管理運営のため、現実な予算
計上とその確実な執行

日常点検を通じ異常の早期発見するため、設備員による、館内巡回を実
施する
□１日２回
■不具合を発見した場合は、速やかに市に報告する

B B

5.青尐年育成センターに係る業務
■日常清掃、定期清掃、巡回警備、保守管理を実施する
□毎月１回、催事スケジュールについての情報交換を行う
□年２回以上防災訓練を実施する

B B

6.店舗（６区画）に係る業務

■定期的にエアコンの消防設備の点検、店舗前の巡回警備、清掃を実施
する
■横浜市と公有財産賃貸契約を締結する各店舗と賃貸借契約を締結する
■入居店舗が撤退した場合は市と協議の上、新入居者を選考する

B B

7.施設の管理を行う上で必要な資格者の
配置

□電気主任技術者（３種）を１名選任する
□建築物環境衛生管理技術者を１名選任する
□特定産業廃棄物管理責任者を１名選任する
□甲種防火管理者を１名選任する

B B

8.ESCOの事業に係る業務
■「ESCO」事業実施に協力する関内ホール独自でもエネルギー削減出来
るか検討する
■報告会議等に出席する

B B

（4）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
■各種日報を作成する
■月報を作成しモニタリング時に提出する
■各日報、月報を適切に管理保管する

B B

2.業務計画書及び業務報告書の作成・管
理

■業務計画書（次年度の業務計画、収支予算）を作成し横浜市に提出す
る
■業務報告書（前年度の業務報告及び利用実績、収支決算）を作成し横
浜市に提出する

B B

3.業務評価（モニタリングの実施） □原則毎月最終木曜日に時間設定し、月１回モニタリングを実施する B B
4.業務評価（自己評価の実施）

◆ＰＤＣＡサイクルの実施を目的とした「責
任 者会議」（責任者対象）の開催（月１回）

■利用者、来場者にアンケートを実施する
□関内ホールの責任者会議を月１回実施する B B
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（5）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

（6）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、動産総合保険、レジャー・サービス施設費用保険に加
入する B B

2.法令の尊守と個人情報保護 □横浜市個人情報の保護に関する条例、罰則の適用等に関する研修を年
１回以上実施する B B

3.情報公開への積極的取組 ■横浜市の「情報公開に関する標準規定」に基づき「関内ホール情報公
開規定」を作成する※「作成」は誤り、正しくは「遵守」 B B

4.市及び関係機関等との連絡調整

□横浜市との連絡調整会議を月１回開催する
□関内ホール内部連絡会を年２回開催する
■馬車道商店街、住吉町内会の連絡会等に出席する B B

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）法令の制定及び改正への対応

■許認可及び届出等が必要な場合は、適切に処理する
■自動販売機、携帯中継アンテナ等の目的外使用の手続きを実施する
■関内ホールの職員、受付、舞台技術、警備、設備、清掃の各部門に従
事する者は名札を着用する
■人権を尊重する人権に関する講習会等に参加する
■騒音や利用者の迷惑行為に関して､近隣対策を実施する
■各書類の保存期間を定め、保管・管理する
■行政機関が制定する基準等を遵守する
■法律が制定及び改正された場合、横浜市と協議し対応する

B B
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