
横浜市久良岐能舞台
　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　横浜市における能、狂言その他の古典
芸能の振興に向けての取組

２　能楽等を通じた市民文化の振興及び活
力あるまちづくりに寄与する取組

◆能楽等の愛好者の育成を目指した独創的な事業運
営と利用者支援
◆伝統的空間と庭園環境に相応しいホスピタリティ
の提供
◆良好な環境の維持
◆（事業実施）テーマ性・オリジナル性・発信性を
明確にした高水準の事業展開
◆（施設運営・管理）顧客満足度の高い施設運営
◆（収支予算）安定的な収支構造の確立

B

地域における能楽を中心とした伝統芸能普及啓発活動
の拠点としての役割を果たしました。
①事業の総括
能楽愛好者の育成を目指した通年型の能楽講座は、
謡・仕舞講座、囃子講座を引き続き実施し、多くの講座
修了者を出しました。
また、今年度から日本舞踊基礎講座も開講し、多くの受
講生で賑わいました。
地域市民との協働事業「久良岐まつり」は台風の影響
で中止、また教育支援事業「小学校向け狂言鑑賞教
室」は台風のため1日を中止とするなど、天候の影響を
受けました。
②運営の総括
市民ボランティアスタッフとの協働を、施設管理、自主
事業、運営各方面で進め、より開かれた施設運営を進
めました。
全館施設利用率 83.3％（対前年比3.1％）を達成。
③管理の総括
台風、強風雨や積雪等による樹木等の被害が重なり、
所管事務所と連携して対処しました。
④運営経費の総括
施設利用料金の増収及び事業収入の向上、運営経費
全体の抑制を併せて確実な経営を達成しました。

B

これまで開催してきた能楽に関する通年型の講座
のほか、市民のニーズに応え、新たに日本舞踊基
礎講座を開設し利用者の拡大に取り組んだことは
評価できます。
一方情報運用面ではホームページの改ざんが発生
しました。技術者の確保ができず、ホームページ
の再開まで日数を要したので、今後は情報セキュ
リティの管理体制を徹底するようにしてくださ
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

●「所蔵能装束公開展示と能面作品展」
□参加者　70名
□アンケート回収率　50％
■満足度　90％
 ●能楽講座受講生発表会
□参加者　30名
■満足度　90％
●「日本舞踊をやってみよう」
□参加者　50名
■満足度　90％
●「能楽入門ワークショップ」
□参加者　50名
■満足度　90％
●「しぐさ花伝書パートⅡ　島唄を踊る」
　　　（「日本舞踊の楽しみ」から名称変更）
□参加者　70名
■満足度　90％
●「第6回久良岐狂言会  野村万作家の狂言」
□参加者　90名
■満足度　90％
●「久良岐能舞台能楽入門講座」
「喜多流謡曲入門講座～中級」
「金春流謡曲入門講座～中級」
「喜多流仕舞入門講座～中級」
「金春流仕舞入門講座～中級」
「囃子入門講座～笛・小鼓・大鼓・太鼓」
□事業参加者　謡曲・仕舞・囃子合計　年間1270名
■満足度　90％
 
 ●「日本舞踊基礎講座」
□参加者　400名
■満足度　90％

２　久良岐能舞台及び能楽等に関する情報の
提供

◆インターネットを活用した情報発信

◆各種メディアの積極的活用

◆他施設の文化事業に関する情報の収集と提供

□ホームページアクセス数　20万件/年

■メディアへの情報提供による催事案内の掲載推進
■市内公共文化施設等での情報提供実施

■情報コーナー、他施設への情報提供実施

B
□HPアクセス数　131,044件/年
25年6月初のＨＰ不正改ざんによる影響で、以後のアク
セス数は大幅に減少しました。

C
ホームページの改ざんがありましたので、同様の事例
が起きないように情報セキュリティ対策の徹底をはかっ
てください。

３　能楽等の公演、練習その他の活動の支援

◆利用者の活動情報の発信

◆利用者の活動と利用団体の活性化に向けての取組

施設利用者団体の活動情報「謡・仕舞・他教室のご案内」としてHPに
掲載
■HP掲載の「謡・仕舞・他教室のご案内」毎月更新

□能楽普及事業　５事業以上実施/年
■活動発表の場の提供実施

B B

４　能楽等に関する地域との連携事業

◆「久良岐まつり」の開催

◆学校等を対象とした教育支援事業の実施

●「第７回久良岐まつり」
□来場者数　2,000名
□能舞台催事参加者数　300名
■満足度　90％
 
●「こども狂言育成事業」
□狂言を学ぶ小学生数　10名
■満足度　90％
　
●「小学校向け狂言鑑賞教室」
□鑑賞教室　3日間9回実施
□参加校　12校　1,000名
　
●「こどもを育てるアートのちから」横浜市芸術文化教育プラットフォー
ム
□参加校　3校

B

「第７回久良岐まつり」
台風のため中止しました。

「こども狂言育成事業」
中止しました。

「小学生向け狂言鑑賞教室」
□鑑賞教室　２日間６回実施
□参加校　11校　962名
台風のため1日中止しました。

「こどもを育てるアートのちから」
□参加校　４校実施

B

１　能楽等に関する興味や関心を広げ、理解を
深めるための事業

◆久良岐能舞台所蔵の能装束等の展示・公開

◆古典芸能や能舞台に触れ、魅力や楽しみを知るため
の公演及びワークショップの開催

◆謡曲・仕舞講座の実施

B

【新規】
「岡村連合自治会/長野県池田町交流２０周年狂言鑑
賞会」
□参加者　93名
■満足度　100％

講座開催回数・参加者数
喜多流　53回　　  73名
金春流　50回　　  96名
宝生流　52回       79名
囃子　　23 回　　 162名
□参加者合計　　410名
■満足度　　　　　 98％
　
　
講座開催回数　 　35回
□総参加者数　　490名
■満足度　　　　　100％

参加者数が目標に達していない講座も一部あります
が、目標を大きく上回っている講座もみられ、満足度
は全体的に目標を上回っています。

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。 



横浜市久良岐能舞台
　第二期指定管理者業務評価表（平成25年度分）

（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　能楽等の公演、練習その他の活動への施
設の提供

①施設の適切な貸出し

②休館日の掲示及び周知

③庭園内門扉の適切な開閉管理

■適切な開館時間運営

□開館時間9時～22時（利用予約状況により17時まで）

□年間休館日を公開

■庭園内門扉の適切な開閉管理

B B

２　利用促進及び利用者サービスの向上

①古典芸能の振興に寄与する物品の販売

②ホームページ及びスタッフブログの掲載情報の充実

■能楽関連小物等の販売の継続

①■施設利用状況に応じたホームページ更新作業
②□スタッフブログアクセス数　１万件/年

B ②□スタッフブログアクセス数
　　　　　　3,242件/年達成

C
スタッフアクセスブログ数1万件に対し、3,242件の実績
ですので、アクセス数の向上に努めてください。

３　組織的な施設運営

◆適切な人材の配置
館長１人、主任１人、職員３人、企画管理職員１人

◆アドバイザー及び市民ボランティアの活用

■業務の遂行に必要な人員の適切な配置

◆専門アドバイサーの活用
　 市民ボランティアの活用

B 市民ボランティア登録数　　21名 B

４　施設見学等への対応 ◆施設見学希望者への積極的な対応の実施 □来館者数　17,000人/年 B
来館者数　　   　17,659人
対前年度比　　     86.6％ B

５　その他
◆貸出施設利用率及び利用料金収入の向上
◆増収に向けての取組み
◆利用状況

■利用料金収入　対前年度比　5％増収

B
対前年度比　＋7.7％増収
施設利用率　 84.8％
対前年度比　＋2.6％

B

（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
◆能舞台の適切な維持管理
◆能装束等所蔵品の管理

①■目視による日常点検を実施
②■定期点検実施
③■施設の老朽化や設備の維持更新、改修協議

２　環境維持管理業務
◆毎日の清掃
◆能舞台の清掃

■庭園清掃を毎日実施
■能舞台の清掃を適切に実施

３　保安警備業務 ◆敷地内の巡回点検 ■職員及び機械警備による保安警備業務の実施

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

①美観維持
②南部公園緑地事務所と連携による樹木等の維持管理

５　防災等 ◆危機管理マニュアル等非常時対応の運用 □職員全員による防災訓練　年２回実施

6．　緊急時の対応
◆防災訓練等で職員の意識、対応の徹底を図り、危機
の未然防止に努める

■危機の発生以前に対処する予防措置の実施
■開館時間中の敷地内の状況に注意を払う

7．光熱水費の削減努力 ◆光熱水費の節減
①■光熱水費の毎月把握、異常時は関係機関に連絡
②□光熱水費　１２０万円/年

（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.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の努力

◆貸出施設利用率及び利用料金収入の向上 ■利用料金収入　対前年度比　増収５％ B 対前年利用料金増収　＋7.7％ B

2.  経費削減及び収入増加策について
◆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

□運営経費削減課題について毎月１回検討 B B

（５）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 ◆日報、月報による業務記録の整備 ■業務記録の適切な管理

2．　業務計画書及び業務報告書の作成・管理 ◆適切な業務計画、報告の実施 ■業務計画書、業務報告書の作成・提出の実施

3-1．　業務評価（モニタリングの実施） ◆モニタリング対応体制の整備
■各種業務記録、アンケート等によるモニタリングを適切で確実に
実施

3-2．　業務評価（自己評価の実施） ◆自己評価システムによる自己評価の実施
①■アンケート回収後、翌日集計、職員等関係者への回覧
②■事業終了後２週間以内の事業報告書作成、職員回覧
③■直ちに実施できる改善点はすぐに実施

3-3．　業務評価（第三者による評価の実施）

（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
■施設賠償責任保険の加入
■損害発生時には適切に対応

2.　法令の尊守と個人情報保護
□年１回の社内個人情報研修に基づき、確実な個人情報保護を
実践

3.　情報公開への積極的取組
①■施設運営情報の公開
②■指定管理者情報の開示

4.　市及び関係機関等との連絡調整 □毎月１回　運営会議及びモニタリング実施

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）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

■必要に応じた許認可、届出の実施
■目的外使用の申請及び実施
■名札の着用を常時実施
■人権を尊重した施設運営
■施設近隣の清掃実施、必要に応じた近隣案内の実施
■書類の適切な管理
■行政機関が策定する基準等の遵守を適切に行う
■法令や条例への適切な対応

B

光熱水費実績　1,467,255円
空調設備の不具合による長時間運転及び施設稼働率
向上のため、電気料金が嵩みました。

B

B

B

B

B


	様式

