
平成25年度　関内ホール　　第２期　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

◆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

◆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）

完了

年間（定量的な指標）

①市民文化団体支援事業の実施
□12事業の支援を実施

②ワークショップ事業の実施
□7事業を実施

③公募などによる市民参加を主体と
する事業の実施
□9事業14公演を実施

①ホールプロモーション事業の実施
□ⅰバラエティー系事業19公演を実
施
□ⅱコンサート系事業26公演を実施
□ⅲ演劇・ミュージカル・舞踊系事
業　12公演を実施

②フェスティバル事業の実施
□7事業を実施

➂アーティスト支援事業
□7事業43公演を実施

④市民参加型鑑賞事業
□6事業を実施

★【3/1実施済】
①「横濱建築祭2014
CROSS×CROSS」（協力事
業）

★【3/30実施済】
①「神奈川ギターフェス
ティバル」（協力事業）

★【3/30実施済】
③「神奈川ギターフェス
ティバル」（協力事業）

★【3/3実施済】
①ⅲ「劇団飛行船マスクプ
レイミュージカル　ヘンゼ
ルとグレーテル」（協力事
業）

★【3/7実施済】
①ⅰ「伊奈かっぺいトーク
ショー」（協力事業）

★【3/14実施済】
①ⅰ「映画　最強の2人」
（協力事業）

★【3/15実施済】
①ⅱ「杉山清貴コンサー
ト」（協力事業）

!【3/21実施予定のWEAVER
コンサートがメンバー急病
のため中止】（協力事業）

★【3/28実施済】
①ⅰ「橘家圓太郎独演会」
（協力事業）

！【3/29に子供向けミュー
ジカルを実施予定でした
が、主催者の都合により内
容を映画会に変更】
★①ⅰ「映画　マーチン
グ」（協力事業）

★【3/23実施済】
①ⅰ「関内寄席　桂歌丸独
演会　三遊亭圓朝 作
「真景累ヶ淵　四.　勘蔵
の死」」（主催事業）

★【3/8、3/15、3/22実施
済】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

★【11/1～11/3実施済】
「馬車道まつり　アート
フェスタ2013」（主催事
業）

（アートフェスタ実施内
容）
・藝大ブラスコンサート
・立川談慶独演会
・泰知虔郎とPORT BEATS
LIVE
・世界の船旅コンサート
③関内ホール1日オープン
デー

※1日オープンデー実施事
業
・東京ブラススタイルミニ
コンサート&楽器体験
②・ピアノの仕組み教室
ワークショップ
②・舞台の仕組み教室ワー
クショップ
②・手作りキャンドルワー
クショップ
②・手作り楽器ワーク
ショップ
②・お筝体験ワークショッ
プ

★【11/23実施済】
③「馬車道 陽だまりコン
サートvol.15　大ホールス
ペシャル」～麗しの音楽を
あなたと共に～（主催事
業）

★【11/15～17実施済】
①横濱演劇祭「かに座公
演」（協力事業）

★【11/17実施済】
①三々七拍子合唱コンサー
ト（協力事業）

★【10/27実施済】
③「よちよち　ひなたぼっ
こコンサート」（主催事
業）

★【10/14実施済】
①「秋季三曲演奏会」
（協力事業）

★【5/6実施済】
①ⅱ「ドールエレメントコ
ンサート」（協力事業）

★【5/9実施済】
②「あいすくりーむ発祥記
念イベント（大ホール：コ
ンサート／小ホール：落語
会」（主催事業）

★【5/11実施済】
①ⅱ「手島葵コンサート」
（協力事業）

★【5/12、5/24、5/31実施
済み】③馬車道ショートパ
フォーマンスライブ
（主催事業）

★【5/15実施済】
①ⅱ「打打打団天鼓　公
演」
（協力事業）

★【5/17実施済】
③馬車道　陽だまりコン
サートvol.12～音は踊る
心もおどる～
（主催事業）

★【5/18実施済】
①ⅲ「野村万作・萬斎　狂
言会」（協力事業）

★【5/25～26実施済】
②「Y154セントラルタウン
フェス馬車道ステージ」
（協力事業）

★【6/6実施済】
①ⅱ「ビートルズ&クィー
ン　ロンドンクラッシック
ス」
（協力事業）

★【6/15実施済】
③馬車道SPL“MAXIMUM”
vol.3松井祐樹solo LIVE
（主催事業）

★【6/2、6/8、6/9、
6/18、6/24、6/25、6/27、
6/29実施済】③馬車道
ショートパフォーマンスラ
イブ
（主催事業）

★【6/30実施済】
④中区ダンスフェスティバ
ル（共催事業）

★【6/8実施済】
①五代塾公演「6月の奇
跡」
（共催事業）

★【6/12、6/19、6/26実施
済】②SOULMATICSのゴスペ
ルワークショップ３】
（主催事業）

★【6/30実施済】
③中区ダンスフェスティバ
ル（共催事業）

★【4/7実施済】
①ⅰｔｖｋアニメまつり
（共催事業）

★【4/12～13実施済】
①ⅲ「人生はガタゴト列車
に乗って」（協力事業）

★【4/18実施済】
①ⅰ「柳家花録、喬太郎2
人会」（協力事業）

★【実施日4/5、4/11、
4/13、4/14、4/19、4/20、
4/26、4/27実施済】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

！【雨天のため中止】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

★【7/7実施済】
③馬車道SPL
“UNDERGROUND”vol.13
（主催事業）

★【7/10実施済】
①ⅱ「西郷輝彦コンサー
ト」
（協力事業）

★【7/12実施済】
③馬車道　陽だまりコン
サートvol.7～懐かしき日
本の歌　華やかなる世界の
音楽～
（主催事業）

★【7/20実施済】
①ⅱ「稲垣潤一コンサー
ト」
（協力事業）

★【7/28実施済】
③夏休みこどもミュージッ
クコンサート～音とお話と
映像で綴る「ピーターと
狼」
（主催事業）

★【7/21実施済】
①ⅰ「関内寄席　桂歌丸独
演会～真景累ヶ淵～ 三.豊
志賀の死」
（主催事業）

★【7/24実施済】
①ⅰ「浅草漫才大行進」
（協力事業）

★【7/25実施済】
①ⅲ「劇団飛行船マスクプ
レイミュージカル」
（協力事業）

★【7/29実施予定】
③熊川哲也ジュニアバレエ
Performance2013
（協力事業）

★【8/7実施済】
②「SOULMATICSのゴスペル
ワークショップ３」
（主催事業）

★【8/10実施済】
③「SOULMATICSのゴスペル
ワークショップ３修了コン
サート　SOULMATICS　with
YOKOHAMA
COMMUNITYSINGERS　LIVE」
（主催事業）

★【8/11実施済】
③「赤い靴こどもミュージ
カル　クーメの魔女」（協
力事業）

★【9/6～9/8実施済】
①劇団ピーターパン公演
（共催事業）

★【9/13実施済】
③馬車道　陽だまりコン
サートvol.14～音楽で廻る
世界旅行～（主催事業）

★【9/22～9/23実施予定】
③「ヨコオトライブ2013
バンド部門／合唱部門」
（共催事業）

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

②ワークショップ事業の実施
□2事業を実施

③公募などによる市民参加を主体
とする事業の実施
□7事業を実施

目標項目

★【4/7実施済】
①「琢磨仁のウクレレイー
ジー」（ワークショップか
ら誕生した市民サークルの
発表会）（共催事業）

★【4/29実施済】
①三曲連盟・春季演奏会
（協力事業）

★【通年】
③横浜ブラスススタイル・
プロジェクト
公募により結成した学生を
中心とする市民楽団「横浜
ブラススタイル」の練習か
ら発表ステージまでをサ
ポート
（協力事業）

★【5/3～5/5実施済】
①バレエコンクールin横浜
（協力事業）

★【5/17実施済】
③馬車道　陽だまりコン
サートvol.12～音は踊る
心もおどる～
（主催事業）

★【5/8、5/15、5/22、
5/29実施済】②SOULMATICS
のゴスペルワークショップ
３】
（主催事業）

★【5/25実施済】
①③詩のボクシング神奈川
大会in横浜（共催事業）

★【7/12実施済】
③馬車道　陽だまりコン
サートvol.7～懐かしき日
本の歌　華やかなる世界の
音楽～（主催事業）

★【7/3、7/10、7/17、
7/24実施済】②
「SOULMATICSのゴスペル
ワークショップ３」
（主催事業）

★【7/20実施済】
②親子コーラス＆舞台の仕
組み教室ワークショップ」
（主催事業）

★【1/26実施済】
③「横浜市民ミュージカ
ル」（主催事業）

★【2/21実施済】
③「馬車道 陽だまりコン
サートvol.16　大ホール開
催」～愛の調べにのせて～
（主催事業）

★【8/1実施済】
①ⅲ「ミミリチ・パントマ
イムシアター」（協力事
業）

★【8/2実施済】
①ⅱ「フォントラップシン
ガーズ公演」（協力事業）

★【8/4実施済】
②④「横浜国際ゴスペル
フェスティバル」（共催事
業）

★【8/7、8/18実施済】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

★【8/11実施済】
④「赤い靴こどもミュージ
カル　クーメの魔女」（協
力事業）

★【8/25実施済】
③「馬車道SPL“MAXIMUM”
vol.4　style-3！スペス
シャルワンマンライブ」
（主催事業）

★【8/29実施済】
①ⅰ「桂文珍独演会」
（協力事業）

★【8/10実施済】
④SOULMATICSのゴスペル
ワークショップ３修了コン
サート　SOULMATICS　WITH
YOKOHAMA　COMMUNITY
SINGERS　LIVE（主催事
業）

★【9/6実施済】
①ⅱ「山内惠介コンサー
ト」
（協力事業）

★【9/7実施済】
①ⅰ「稲川淳二の怪談ナイ
ト」（協力事業）

★【9/13実施済】
③馬車道　陽だまりコン
サートvol.14～音楽で廻る
世界旅行～
（主催事業）

★【9/13実施済】
①ⅰ「林家たい平、柳家喬
太郎2人会」（主催事業）

★【9/15実施済】
①ⅱ「ビリーボーン楽団」
（協力事業）

！【雨天のため中止】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

★【9/20実施予定】
①ⅰ「三遊亭円楽・林家喜
久翁2人会」（協力事業）

★【9/21実施予定】
①ⅱ「森山良子コンサー
ト」
（協力事業）

★【9/22～9/23実施予定】
④「ヨコオトライブ2013
バンド部門／合唱部門」
（共催事業）

★【9/28実施済】
①ⅱ「サザンアミシャンソ
ンコンサート」（協力事
業）

★【10/8実施済】
①ⅰ「saku sakuギフト矢
野ワンマンライブ」
（協力事業）

★【10/11～10/13実施済】
②横濱ジャズプロムナード
（協力事業）

★【10/22実施済】
①ⅱ「小山貢コンサート
津軽塗り」（協力事業）

★【10/24実施済】
①ⅱ「秋川雅史コンサー
ト」
（協力事業）

★【10/25実施済】
①ⅱ「古武道コンサート」
（協力事業）

★【10/27実施済】
①ⅱ「秋元順子コンサー
ト」
（協力事業）

★【10/4実施済】
①ⅲ「岸惠子一人芝居　蟬
しぐれ～永遠の初恋、ふく
～」
（主催事業）

★【10/31実施済】
②「馬車道ガス灯プロム
ナード点灯式イベント&
ジャズコンサート」（協力
事業）

★【10/18、10/31実施済】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ
（主催事業）

★【11/1～11/3実施済】
②「馬車道まつり　アート
フェスタ2013」（主催事
業）

（アートフェスタ実施内
容）
①ⅱ・藝大ブラスコンサー
ト
①ⅰ・立川談慶独演会
①ⅱ・泰知虔郎と
PORTBEATS
①ⅱ・世界の船旅コンサー
ト
・関内ホール1日オープン
  デー（主催事業）

※1日オープンデー実施事
業
・東京ブラススタイルミニ
コンサート&楽器体験
・ピアノの仕組み教室ワー
クショップ
・舞台の仕組み教室ワーク
ショップ
・手作りキャンドルワーク
ショップ
・手作り楽器ワークショッ
プ
・お筝体験ワークショップ

★【11/4実施済】
①ⅱ「福田こうへいコン
サート」（協力事業）

★【11/9実施済】
③「馬車道SPL“MAXIMUM”
vol.5　木村至信BAND
LIVE」
（主催事業）

★【11/28実施済】
①ⅱ「テミヤンコンサー
ト」
（協力事業）

★【11/23実施済】
③「馬車道 陽だまりコン
サートvol.15　大ホールス
ペシャル」～麗しの音楽を
あなたと共に～（主催事
業）

★【11/8、11/9、11/22実
施済】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ
（主催事業）

★【11/30実施済】
①ⅲ「朗読劇　ハッピー
バースデー」（主催事業）

★【2/1実施済】
①ⅱ「山本潤子コンサー
ト」
（協力事業）

★【2/2実施済】
②ヨコハマ映画祭
（協力事業）

！【2/15実施予定の東京ブ
ラススタイルコンサートが
諸事情により5/10に延期】
（主催事業）

★【2/21実施済】
③「馬車道 陽だまりコン
サートvol.16　大ホール開
催」～愛の調べにのせて～
（主催事業）

★【2/27実施済】
①ⅰ「三遊亭兼好独演会」
（協力事業）

！【2/15雨天のため中止】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

★【1/11実施済】
①ⅲ「劇団飛行船マスクプ
レイミュージカル　7匹の
子ヤギと狼」（協力事業）

★【1/16実施済】
①ⅱ「姜小青コンサート」
（協力事業）

★【1/25実施済】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ
（主催事業）

★【1/26実施済】
④「横浜市民ミュージカ
ル」（主催事業）

★【1/31実施済】
①ⅱ「ジェイコブコーラー
コンサート」（協力事業）

★【12/14実施済】
①「日本の未来に女性の力
を」（協力事業）

★【12/4実施済】
①ⅲ「ラグースアイリッ
シュダンス」（協力事業）

★【12/6実施済】
①ⅱ「加藤登紀子ほろ酔い
コンサート」（協力事業）

★【12/3実施済】
①ⅰ「ｔｖｋsaku saku番
組特別企画　プレミアムラ
イブ」 （共催事業）

★【12/8実施済】
①ⅲ「劇団飛行船マスクプ
レイミュージカル　ジャッ
クと豆の木」（協力事業）

★【12/8実施済】
③「馬車道SPL“MAXIMUM”
vol.6　jaja LIVE」
（主催事業）

★【12/11実施済】
①ⅲ「市原悦子ショーライ
ブ」（協力事業）

★【12/15実施済】
①ⅰ「関内寄席　柳家小三
治独演会」（主催事業）

★【12/19～12/21実施済】
③「神奈川オペラフェス
ティバル　クリスマスコン
サートとオペラ」（協力事
業）

★【12/23実施済】
①ⅱ「グローリーゴスペル
シンガーズfrom NY」（協
力事業）

★【12/25実施済】
①ⅲ「劇団四季　はだかの
王様」（協力事業）

！【12/26出演者急病のた
め中止】
③馬車道ショートパフォー
マンスライブ（主催事業）

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

①ホールプロモーション事業の実
施
□ⅰバラエティー系事業9公演を実
施
□ⅱコンサート系事業10公演を実
施
□ⅲ演劇・ミュージカル・舞踊系
事業7公演を実施

②フェスティバル事業の実施
□7事業を実施

➂アーティスト支援事業
□3事業を実施

④市民参加型鑑賞事業
□3事業を実施
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◆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

(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 年間（定量的な指標）

◆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

◆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講演会・集会の利用率維持
□大ホール 年間　44% （日）
□小ホール 年間　41% （日）

③□著名人等による市民の関心の高
いテーマを扱った公演会3事業を実
施

①適切な開館運営
□開館日数338日
□開館時間9時～22時
＜年間稼働率＞
□大ホール 96％
□小ホール 90％
□リハーサル室1 　48％
□リハーサル室2 　42％
□リハーサル室3 　45％
□リハーサル室4 　62％

①□利用時間外や休館日を利用した
施設見学を年間93件実施。
□ホームページに掲載している馬車
道店舗紹介コーナーに新規2店舗追
加。

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：37%
小ホール：42%

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：44%
小ホール：44%

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：44%
小ホール：55%

★【3/1実施済】
講演会「横濱建築祭2014
CROSS×CROSS」（協力事
業）

＜稼働%　＞
大ホール　96%
小ホール　93%
リハーサル室１　30%
リハーサル室２　23%
リハーサル室３　34%
リハーサル室４　42%

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を5件実施

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：64%
小ホール：52%

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：43%
小ホール：37%

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を3件実施

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を5件実施
　

　

　

　

＜稼働率＞
大ホール　96%
小ホール　100%
リハーサル室１　48%
リハーサル室２  48%
リハーサル室３　45%
リハーサル室４　65%

＜稼働率＞
大ホール  96%
小ホール  100%
リハーサル室１ 58%
リハーサル室２ 46%
リハーサル室３ 52%
リハーサル室４ 58%

＜稼働%　＞
大ホール　100%
小ホール　96%%
リハーサル室１　56%
リハーサル室２　51%
リハーサル室３　51%
リハーサル室４　67%

＜稼働率＞
大ホール　93%
小ホール　93%
リハーサル室１　45%
リハーサル室２　34%
リハーサル室３　41%
リハーサル室４　62%

＜稼働率＞
大ホール  96%
小ホール　82%
リハーサル室１　48%
リハーサル室２　51%
リハーサル室３　45%
リハーサル室４　75%

＜稼働%　＞
大ホール　100%
小ホール　81%
リハーサル室１　61%
リハーサル室２　48%
リハーサル室３　56%
リハーサル室４　74%

＜稼働%　＞
大ホール　92%
小ホール　78%
リハーサル室１　36%
リハーサル室２　28%
リハーサル室３　36%
リハーサル室４　43%

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：44%
小ホール：34%

①■ステージコンシェルジュの実
施
□利用時間外や休館日を利用した
施設見学を年間100件以上実施。
□ホームページに掲載している馬
車道店舗紹介コーナーに新規に2店
舗追加。

②■早朝1時間と深夜26時までの利
用延長への対応
■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。
■経年劣化の著しい一部の備品に
ついて更新を実施する。
■来場者用に公衆無線LANアクセス
ポイントを設置する。
■ホール利用者が舞台、楽屋で利
用できる無線LAN設備を敷設する。

③割引制度の継続及び導入
■１ヵ月を切った利用に対する割
引制度「遅割」と「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「未就学児割引」（利用料金50%
割引き）を引き続き実施する。
■「リハーサル室メンバーズスタ
ンプカード割引を引き続き実施す
る。

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を12件実施

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を7件実施
　

　
 

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：19%
小ホール：33%

★【12/14実施済】
講演会「日本の未来に女性
の力を」（協力事業）

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：44%
小ホール：44%

３　市民の集会や講演会利用への施設の提
供

①講演会・集会の利用率維持
□大ホール 年間38% （日）
□小ホール 年間36% （日）

②■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
どへの優先枠の提供

③「市民に役立つ案件や環境問
題、社会問題など市民に関心の高
いテーマを扱った講演会・集会、
また市民の要望のある著名人によ
る講演会などについて優先枠を利
用して実施に努める。」

□ホームページ等で著名人等によ
る市民の関心の高いテーマを扱っ
た公演会を企画する団体の募集を
行い、審査のうえ優先枠を適用し
実施に努める。今年度は2事業を実
施する。

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：58%
小ホール：41%

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：50%
小ホール：26%

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：44%
小ホール：41%

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を12件実施

★早朝1時間と深夜26時ま
での利用延長を通年実施

★来場者アンケート、事業
アンケート、利用者アン
ケートを通年実施

★ステージコンシェルジュ
による、イベント開催に必
要な吊看板、お弁当、生
花、舞台機器などの一括手
配とHP、催物案内などで事
前の広報協力を通年実施

★「遅割」「リハーサル割
引」「未就学児童割引」を
引き続き実施

★「リハーサル室メンバー
ズスタンプカード割引」を
引き続き実施する。

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を6件実施

＜稼働%　＞
大ホール　100%
小ホール　78%
リハーサル室１　36%
リハーサル室２　28%
リハーサル室３　36%
リハーサル室４　43%

＜稼働率＞
大ホール　89%(日）
小ホール　82%(日）
リハーサル室１　40%
リハーサル室２　37%
リハーサル室３　44%
リハーサル室４　57%

１　施設の提供

①適切な開館運営
□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
　■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
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期予約
システム入替えに向けて検討を進
める。

➂■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。

２　利用促進及び利用者サービスの向上

＜稼働率＞
大ホール　97%
小ホール　86%
リハーサル室１　39%
リハーサル室２　39%
リハーサル室３　41%
リハーサル室４　44%

＜稼働率＞
大ホール　93%
小ホール　83%
リハーサル室１　32%
リハーサル室２　26%
リハーサル室３　28%
リハーサル室４　47%

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を4件実施

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を12件実施

　

　

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を7件実施

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を10件実施

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
対応を10件実施

★講演会・集会利用の月間
利用率
大ホール：46%
小ホール：42%

★ステージコンシェルジュ
によるきめ細かな施設見学
の対応を通年実施

★ステージコンシェルジュ
による、講演会開催に必要
な吊看板、お弁当、生花、
映像機器などの一括手配と
事前の広報協力を通年実施

★専門職員による講演会実
施に関するアドバイスと本
番時の音響・照明など舞台
技術協力を通年実施

★HP上で著名人等による市
民の関心の高い講演会を企
画する団体の募集を実施
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◆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

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□今年度は20事業を計画し、お
よそ2千4百万円の事業収入を目標
とする

②■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務
める。

★今年度は24事業を企画し
2,400万円の収入予算を見
込んでいる

★空調や照明などの節減に
可能な限り務める

★事業経費や事務費につい
て職員全員が節約に努める

　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★ 　　　　　　　★
①□今年度は　事業を実施し、およ
そ2千7百万円の事業収入を獲得

◆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「職
員会議」を毎月１回実施

□業務改善を目的とした「責任者会
議」（各運営セクション会議）を毎
月１回実施

□JV会議の実施
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（JV会
議）を四半期ごとに実施

①適格な広報展開
□主催事業について、今年度は17事
業のスポットCMを制作しtvkで1710
回放映

□メルマガ会員で2017名の会員登録

□公式ツィッターで1196フォロワー

□サポーターズ倶楽部で実施した事
業などの映像を新規22タイトル収録
し、公式「you tube」ページ（関内
ホールビデオフォーラム）で配信

□tvkの番組関連公演を2事業実施

職員会議実施

責任者会議実施
　

　

　

職員会議実施

責任者会議実施

職員会議実施

責任者会議実施

★四半期ごとのJV各社代表
による「JV運営委員会」を
実施

★毎月一回、全職員による
「職員会議」を実施

★毎月一回、事務所、舞台
技術、守衛、設備、清掃の
責任者による「責任者会
議」を実施

★舞台技術の相談員として
事務所に常時1名、舞台技
術者を配置

★全ての情報をサーバー共
有し、全職員が業務を相互
補完し効率的な運営を実施

★自主9/13「林家たい平
柳家喬太郎2人会」のテレ
ビCMを制作、7月からｔｖ
ｋで放送。

★10/4自主「藤沢周平　蟬
しぐれ　出演：岸惠子」の
テレビCMを制作、7月から
ｔｖｋで放送。

①適格な広報展開
□主催事業について、テレビCMを
制作。放送を実施する。今年度は
13事業のテレビCMを制作しtvkで放
送。

■ｔｖｋの昼の情報番組内に関内
ホールコーナーを継続し、施設情
報を告知する。今年度は5事業の放
映を実施する。
■ホールで毎月制作する「催物案
内」を市内280か所へ配布する。
□メルマガ会員で450名の会員登録
を目指す。
□公式ツィッターで2,000フォロ
ワーを目指す。
■関内ホール公式フェィスブック
ページを継続する。
■公式ホームページでサポーター
ズ倶楽部所属団体（アーティス
ト）ページの運営を継続する。
□サポーターズ倶楽部で実施した
事業などの映像を20タイトル以上
収録し、公式「you tube」ページ
（関内ホールビデオフォーラム）
で配信を行う。
■共催・協力事業を対象としたtvk
スポットCMの特別料金設定を引き
続き実施する。
□tvkの番組関連公演を2事業実施
する。

★自主6/15「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.3松井
祐貴ソロライブ」のテレビ
CMを制作、tvkで4月から放
送。

★自主7/21「桂歌丸独演会
～真景塁ケ淵～」のテレビ
CMを制作、tvkの放送で4月
から放送。

★自主「SOULMATICSのゴス
ペルワークショップ（5月
～8月）」の受講生募集に
関するテレビCMを制作、3
月から5月にかけてｔｖｋ
で放送。

★ホールイベント情報誌
「催物案内」を毎月制作し
市内280か所へ配布を実施

★自主7/7「馬車道SPLスペ
シャル“UNDERGROUND”2」
のテレビCMを制作、5月か
らｔｖｋで放送。

★自主8/25「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.4
style-3!スペシャルワンマ
ンライブ」のテレビCMを制
作、4月からｔｖｋで放
送。

★自主6/15「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.3 松井
祐貴ソロライブ」の告知の
ため、ｔｖｋ昼の情報番組
「ありがとッ！」に松井祐
樹が出演。

★共催事業9/22・23「ヨコ
オトライブ」の出演者募集
に関するテレビＣＭを制
作、tvkで6月から放送。

★共催事業8/4「横浜国際
ゴスペルフェスティバル～
フェアウェルコンサート
～」のテレビCMを制作、
tvkで6月から放送。

職員会議実施

責任者会議実施

３　組織的な施設運営

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
「職員会議」を毎月1回実施
□業務改善を目的とした「責任者
会議」（各運営セクション会議）
を毎月1回実施
□JV会議の実施
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（JV
会議）を四半期ごとに実施する。

②適切な人材の配置
■事務所に舞台技術の相談員とし
て舞台技術者を1名配置する。
■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。

職員会議実施

責任者会議実施

職員会議を実施

責任者会議実施

職員会議実施

責任者会議実施

★四半期ごとのJV各社代表
による「JV運営委員会」を
実施

職員会議を実施

責任者会議実施

★自主1/26「横浜市民
ミュージカル　マルコポー
ロの夢」のテレビCMを制
作、12月からtvkで放送

★12/3tvkテレビ連動公演
「ｔｖｋsaku saku番組特
別企画コンサート」 （共
催事業）

★自主12/8「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.6 jaja
ライブ」の告知のため、ｔ
ｖｋ昼の情報番組「ありが
とッ！」にメンバーの秋山
幸男が出演。

☆自主3/23「桂歌丸独演会
真景累ヶ淵　四.勘蔵の
死」のテレビCMを制作、7
月からｔｖｋで放送。

★自主1/26「横浜市民
ミュージカル　マルコポー
ロの夢」の告知のため、ｔ
ｖｋ昼の情報番組「ありが
とッ！」に脚本・演出の福
島桂子が出演。

★自主8/25「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.4
style-3!スペシャルワンマ
ンライブ」の告知のため、
ｔｖｋ昼の情報番組「あり
がとッ！」にメンバーが出
演。

★共催事業9/22・23「ヨコ
オトライブ」のテレビCMを
制作、8月からｔｖｋで放
送。

★自主11/23「陽だまりコ
ンサートvol.15　大ホール
スペシャル」のテレビCMを
制作、8月からｔｖｋで放
送。

★自主11/30「ハッピー
バースデー」の招待募集の
テレビCMを制作、8月から
ｔｖｋで放送。

★自主11/9「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.5 木村
至信BANDライブ」のテレビ
CMを制作、10月からｔｖｋ
で放送。

★10/8tvkテレビ連動公演
「saku sakuギフト矢野ワ
ンマンライブ」実施
（協力事業）

★自主11/1～11/3「馬車道
アートフェスタ2013」のテ
レビCMを制作、10月からｔ
ｖｋで放送。

★自主11/9「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.5 木村
至信ライブ」の告知のた
め、ｔｖｋ昼の情報番組
「ありがとッ！」に木村至
信BANDが出演。

★自主12/8「BASHAMICHI
SPL“MAXIMUM”VOL.6 jaja
SPECIALライブ」のテレビ
CMを制作、11月からｔｖｋ
で放送。

★自主2/21「陽だまりコン
サート　愛の調べにのせ
て」のテレビCMを制作、11
月からｔｖｋで放送。

職員会議実施

責任者会議実施

★四半期ごとのJV各社代表
による「JV運営委員会」を
実施

職員会議実施

責任者会議実施

職員会議実施

責任者会議実施

４　その他
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(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

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 年間（定量的な指標）

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、定期点検を年度計画通り実施
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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
□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、
定期点検を年度計画通り実施

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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

３　保安警備業務
□警備員による館内巡回を１日４
回以上実施。（開館日のみ）

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
□警備員による館内巡回を１日４回
以上実施。（開館日のみ）

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

□日常点検を通じ異常を早期発見
するため、設備員による、館内巡
回を1日2回以上実施する。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
□日常点検を通じ異常を早期発見す
るため、設備員による、館内巡回を
1日2回以上実施

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。
□月１回以上お互いの催事案内を
交換する。
□年２回以上防災訓練を実施す
る。

★ ★ ★ ★ ★
★

避難誘導路確認と全館放送
の予行練習を実施

★ ★ ★ ★
★

初期消火演習を実施
★

□月1回以上お互いの催事案内を交
換
□年2回防災訓練を実施

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。
②■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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
■「あいすくりーむ発祥記念イベン
ト」や「馬車道まつり」等へ、関内
ホールの一員として、ワゴン出店。

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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

８　ＥＳＣＯ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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(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 年間

１　日報及び月報の作成・管理 ■各種日報を作成する ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

２　業務計画書及び業務報告書の作成・管
理

■業務計画書を作成し横浜市に提
出する
■業務報告書を作成し横浜市に提
出する

★

３－１　業務評価（モニタリングの実施）
□毎月１回モニタリング会議を実
施する

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
□各月１回モニタリング会議を実
施。（横浜市都合により回数を変
更）

３－２　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）

□関内ホール責任者会議を月１回
実施する

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
□関内ホール責任者会議を月１回実
施

３－３　業務評価（第三者による評価の実
施）
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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''）
※「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 年間（定量的な指標）

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 年間（定量的な指標）

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

２　法令の遵守と個人情報保護
□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

横浜市個人情報の保護に関
する条例、罰則の適用等に
関する研修を実施

□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回実施

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
準規程」に基づき策定した「関内
ホール情報公開規定」を遵守する

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

４　市及び関係機関等との連絡調整

□関内ホール内部連絡会（店舗、
青尐年育成センター）を年２回実
施

■馬車道商店街、住吉町内会の連
絡会に出席する

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
関内ホール内部連絡会実施

／
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
住吉町内会連絡会・馬車道

商店街連絡会に出席

★
関内ホール内部連絡会実施
／住吉町内会連絡会・馬車
道商店街連絡会に出席

★
関内ホール内部連絡会実施
／住吉町内会連絡会・馬車
道商店街連絡会に出席

□関内ホール内部連絡会（店舗、青
尐年育成センター）を年２回実施

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

★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★

■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。
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