
長浜ホール　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　市民が気軽に文化芸術に触れ、意欲
的に表現活動を行うことのできる場の創
出に向けての取組

２　野口英世博士の業績の発信に対する
取組

◆文化活動への参加機会の提供
◆市民や地域住民に愛される施設に
向けての取組
◆地域及び関係団体との連携強化
◆（事業実施）地域に根ざした鑑賞機
会の提供、野口博士の業績の伝承、
地域コミュニティの形成
◆（施設運営・管理）来館者本位の適
切かつ安全な施設運営
◆（収支予算）利用者満足度の向上と
業務の効率化に向けての努力

Ｂ

利用者に対しては、職員一同”おもてなしの心”をもっ
て接遇を行い、気持ちよく利用していただいたと思い
ます。見学者には、館の利用案内、館の保存されてい
る経緯、野口博士の業績等をご説明しております。第5
回アフリカ開発会議（第2回野口英世アフリカ賞）や横
浜アーツフェスティバルは、関係機関との協働のもと計
画書に基づいてほぼ実施でき、また自主事業では多く
の近隣の方にも来館いただき楽しんでいただきまし
た。設備関係では空調設備の改善や電気事業者の見
直し等に取り組みました。以上おおむね提案書の内容
を実行し、全般的な運営面においては目標を達成で
きたと思います。

B

　一部に未達成の項目はありますがおおむね目
標を達成しています。市民が文化芸術に触れる
機会の提供、野口英世博士の業績の紹介といっ
た施設の使命を理解し、地域の文化活動の拠点
として、適切な運営をされたと評価できます。
　今後も引き続き地域における文化活動を支援
し、市民の円滑な施設利用とサービスの向上に努
めてください。

※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

◆市民が気軽に参加できる鑑賞機会
の提供

「みず色の風コンサート」の事業実施
□４企画実施/年間
□参加者：毎回８０名以上
■来場者アンケートで「満足」の（「とてもよかった」「よかった」等４段階中２番
目までの回答の計を「満足」とし、「満足」の定義は以下同様とします）回答割
合70％以上を目指します。

◆地域の文化活動団体やアーティス
トとの協働事業の実施

①「シャンソンコンサート」の事業実施」
□年1回実施
□参加者：70名以上
■来場者アンケートで「満足」の回答割合70％以上を目指します。
②「シャンソンオンステージ」と題しワークショップを開催
□年２講座（各７回）実施
□参加者：毎回２０名以上
■参加者アンケートで「満足」の回答割合70％以上を目指します。
③「金沢・区民のためのコンサート実行委員会」を共催に迎え「長浜ホール
音楽祭」を開催します。
□年２回実施
□参加者：毎回７０名以上
■来場者アンケートで「満足」の回答割合70％以上を目指します。

２　野口英世博士の業績紹介

◆野口英世博士の業績紹介
◆野口博士関連資料の充実

①「野口英世記念館」の協力のもと「野口英世フェア」を開催、関連資料の展
示やイベントを行います。
□年１回実施
■来場者アンケートで「満足」の回答割合70％以上を目指します。
②野口博士関連の展示資料の充実をはかります。

B B

３　地域における文化活動の支援

◆利用団体による交流会の開催
◆「街の先生」制度を活用したワーク
ショップの開催
◆利用者の利便性向上に向けての取
組

①「長浜ホール感謝祭2013」（長浜ホール利用者による発表・交流会）を開
催します。
□年1回実施
■参加団体対象に利用者アンケートを実施し（目標回収率70％以上）、満
足の回答割合70％以上を目指します。
②「生涯学習フェスティバル2013」（「街の先生」や金沢区民活動センターの
登録団体による発表会、講演、ワークショップ）を開催します。
□年1回実施
■参加団体対象に利用者アンケートを実施し、満足の回答割合70％以上を
目指します。
③長浜ホール「利用者の手引き」の設置を継続します。

Ｂ B

４　長浜ホール、旧細菌検査室及び文化
芸術に関する情報の提供と関連事業へ
の協力

◆パンフレット及びホームページによ
る情報発信
◆長浜ホール及び他施設の文化事
業に関する情報の収集と提供
◆旧細菌検査室への興味喚起に向
けての取組
◆関係機関等との連携によるＰＲ活動

①情報の継続的な発信を行います。
■長浜ホールのホームページの「イベント情報」「直近の空き状況」及びｔｗｉｔ
ｔｅｒでの最新情報への更新と発信を継続します。
■ホール主催事業の告知チラシや他施設等の広報物を効果的に掲出しま
す。
②主催事業として、野口英世ゆかりの旧細菌検査室保存運動を顧みる講演
会を開催します。
□年１回実施
■参加者アンケートで満足の回答割合70％以上を目指します。
③「横浜音祭り2013」にエントリーし、事業連携します。

B B
旧細菌検査室に関する講演会や野口英世ア
フリカ賞受賞者歓迎式典等への協力をとおし、
野口博士ゆかりの歴史資産として特色ある施
設運営がなされました。

５　その他 ◆施設の有効活用に向けての新規プ
ログラム導入の検討

■ホールの音響を活用した「名盤アワー」の実現性を検証します。
■ホワイエ等の掲示能力を利用した「ギャラリー」化を模索します。

B

「名盤アワー」「ギャラリー」を検証、模索した結果、
さらに需要が見込まれる企画としてホールとピアノ
を1時間貸し出す「エンジョイ！ピアノ」を立案、５回
実施し新たな利用者の発掘につながりました。

B
「エンジョイ！ピアノ」を立案し新たな利用者の
獲得につながりました。今後も引き続き新たな
利用者獲得に向けた取り組みを継続してくださ
い。

（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　文化活動等への施設の提供 ◆適切な施設開館の実施
◆適切な利用料金設定の実施と料金
の徴収
◆利用者本位の貸出業務の実施

□開館日数：345日/年間　開館時間：９時～２２時
□適切な利用料金を設定し、円滑な徴収業務を行います。
□利用についてクレームゼロを目指します。迅速に対応することによって満
足度を高め、利用率アップを図り、安定した支持を獲得します。 Ｂ B

２　旧細菌検査室の管理・公開 ◆関係団体との連携の実施
◆見学者へのサービスの向上
◆展示品の適切な管理と公開

■関係諸団体との連携による旧細菌検査室の知名度拡大の施策を講じま
す。
■団体見学者へ積極的な案内で対応します。
■展示物の破損防止、見学者への危険防止に努めます。
□無事故・ノークレームを目指します。

Ｂ

第５回アフリカ開発会議関連機関・団体との連携に
より、関連イベントへの共催、後援や協力のほかメ
ディアによる取材協力などを通じて知名度拡大をは
かりました。

B

３　駐車場の運営 ◆安全確保と柔軟な運営管理 ■駐車場スペースの安全に対する注意の励行と利用者への臨機応変な対
応に努めます Ｂ B

４　利用促進及び利用者サービスの向上 ◆利用者ニーズに応じた優遇制度の
導入
◆金融機関からの振込による利用料
金収納の検討と運用

■各種割引等の優遇制度や振り込みによる支払について、利用者からヒアリ
ングを実施します。

B

利用団体懇談会でのヒアリングにおいては、スタン
プカードは煩わしいとの意見があり、導入は見送り
ました。
　振込については遠方からの利用希望者に限り料
金徴収を実施しました。今後はその他の利用者に
も広げていきたいと考えます。引き続き優遇制度を
含めた有効な利用促進策の検討を重ねます。

B

５　組織的な施設運営 ◆適切な人材の配置の実施
◆地域住民、地域の各種団体、関係
機関等との連携体制の確立

①適切に人材を配置します。
□館長1人　職員2人　舞台技術者1人　受付アルバイト4人　計８人
□週休２日で早番（8：45～17：00）2名、遅番（14：00～22：15）2名体制としま
す。
□業務に応じて柔軟に増減をはかります。
②区民・利用者・関係機関との共益を目指した管理運営に取り組みます。

Ｂ B

６　施設見学等への対応 ■見学者に対して、利用者の妨げにならない程度に丁寧かつ、積極的な案
内を行います。

Ｂ B

７　その他 ◆貸出施設利用率及び利用料金収
入の向上
◆利用者懇談会の開催
◆増収に向けての取組
◆運営経費の抑制と効率的運営の努
力

①利用率・利用料金収入向上に取り組みます。
■特に低い会議室の利用率向上を目指します。
②利用団体の代表者で構成する「利用者懇談会」を実施します。
■年１回開催
③収入の増加に取り組みます。
■コミュニティ紙に会議室利用勧誘告知を掲載するよう図ります。
■撮影協力費増収を狙い撮影誘致資料作成に取り組み効果的な配布を模
索します。
④運営経費の抑制に取り組みます。
■利用者満足度を損なわない程度の光熱費削減に努めます。
■修繕費削減のため、軽微な修繕は職員で行います。

B B

１　鑑賞事業の企画・実施 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。 



（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 ◆施設・設備の適切な維持管理
◆計画的な修繕の実施

①施設の維持のため点検を実施、必要に応じ緊急点検を行います。
□定期的な施設点検を行います（月１回）。
■建築物点検マニュアル及び建築物定期報告に準拠した点検を行います
（年１回）。
②施設・設備の予防保全に努めます。
■修繕計画の適正化を図り、長寿命化のための初期段階での修繕を実施し
ます。

B B

２　環境維持管理業務 ◆良好な環境の維持 快適で安心できる環境の維持
■日常及び定期清掃を実施します。
■美観の維持に取り組みます。
■特別清掃・日常清掃の計画を策定します。
□無事故・ノークレームを目指します。

Ｂ B

３　保安警備業務 ◆施設及び敷地内の巡回点検 利用者の安全・安心を確保します。
■職員の定時巡回と不在時の機械警備を行います。
■危険個所への事故防止策の実施と関係各所への改善等の要請を行いま
す。

Ｂ B

４　公園管理業務 ◆魅力的な景観の維持
◆樹木・公園設備等の点検管理及び
公園管理者との連携

■公園管理項目一覧を遵守し、魅力的な景観づくり、特に花壇つくりに取り
組みます。
■南部公園事務所との綿密な連絡の取り合いを実施します。 Ｂ B

５　防災等 ■消防計画書を作成し、自衛組織での防災防火に取り組みます。
■催事の際の避難導線を確保し、喫煙場所の指導を行います。
□防災、防火訓練を実施します（年２回）。
■災害時用に応急の飲料水、非常食の備蓄を行います。

Ｂ B

６　緊急時の対応 ■連絡網を整備します。緊急内容別（事故・犯罪・火災・設備故障など）の連
絡網の整備を実施します。
■大規模災害時発生時に行政機関と協力体制がとれるよう取り組みます。
■緊急に対応できる近隣在住職員を確保します。 Ｂ B

７　電気主任技術者の配置 ■自家用電気工作物の保安監督業務を着実に実行します。
■電気主任技術者の監督のもと工事を行います。
■自家用電気工作物が人体や物件に損傷を与えないよう維持します。 Ｂ B

８　光熱水費の削減努力 ■空調機の小まめな発停と温度管理を行います。照明電球は省エネタイプ
を採用します。
■省エネ化を図る改修（修繕）計画案を策定します。
■電力自由化に伴い安定的かつ低廉な電力を供給する事業者を選択しま
す。

Ｂ 電気事業者を東電からイーレックスに切り替えまし
た。 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 ■業務記録の適正な作成・保管を実施し、重要案件の報告を随時行い
ます。
■ＰＤＣＡサイクル推進を反映した報告体制を目指します。

2．　業務計画書及び業務報告書の作成・
管理

●利用者の声やニーズを反映した業務計画策定と報告を行います。
■ＰＤＣＡサイクルを反映した業務計画書策定と報告書作成を目指しま
す。

3-1．　業務評価（モニタリングの実施）
●モニタリングへの対応体制の整備
■業務記録の一元管理によるモニタリングへの対応に取り組みます。

3-2．　業務評価（自己評価の実施）
■ＰＤＣＡサイクルを取り入れ、利用者アンケートの結果や利用者の声
を、常に自己評価に反映させながら施設運営に取り組みます。

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）
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 平成27年度に実施予定

2.　原状回復義務 平成27年度に実施予定

3.　備品及び文書等の取扱い 平成27年度に実施予定

（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

施設賠償責任保険へ加入します。
■保険の適用事由となる事故が発生しないよう努めます。

2.　法令の尊守と個人情報保護

個人情報保護に取組みます。
■個人情報の記載された書類の漏洩を阻止します。また個人情報の不当な
目的での使用のないよう自主点検を実施します。
■情報漏洩を防ぐため、関係書類や記録媒体を書庫に保管、施錠し、保管
状況を定期的にチェックします。

3.　情報公開への積極的取組

ホームページで情報を公開します。
■利用者からの意見・要望に答えた結果を公開します。
■利用者ニーズをアンケート等から割り出し、改善に取り組んだ結果を公開
します。

4.　市及び関係機関等との連絡調整

協力・協調関係の構築
■横浜市をはじめとした関係機関と連絡調整を図り、地域との連携体制を確
立します。
■関係機関の連絡網を整備し、必要に応じ決定事項を伝達する仕組みを
構築します。

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

■利用者に対する適切な許認可及び減免申請などの届出を確実に実行し
ます。
■施設の目的外の有効な利用方法を模索します。
■常時名札を着用します。
■利用者、来訪者を中心として人権を尊重します。
■近隣への理解と協調に取り組みます。
■地域活動への理解と協働に取り組みます。
■重要書類を遺漏なく管理します。
■行政機関が策定する基準等を確実に遵守し、管理に取り組みます。
■制定・改正された法令に適切に対応します。

6.コスト削減

■サービスの低下を招かない範囲でのコスト削減に取り組みます。
■職員自ら軽微な修繕に取り組み、節約に努めます。

7.収益向上に向けての取組

■収益向上に努め、適正な受益者負担を設定します。利用者増加に取り組
み、収益向上に取り組みます。

Ｂ B

Ｂ B


	自己評価様式

