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自己
評価

総括コメント
行政
評価

総括コメント
外部
評価

総括コメント

B

　今年度の展覧会においては、蔡國強展は、新作を館内で制
作するとともに過去の代表作の展示を行い、多くの来場者を
魅きつけ、美術専門家からも高い評価を得ることができまし
た。さらに、石田尚志展も、専門家の高い評価を得ることが
でき、作家自身も国内外での展示が続いています 。また、村
上展は多くの海外メディアに取り上げられ、地元作家である
中島展でも地域との連携を図りました。
　今年度は大学・学校連携も進みました。蔡國強展では制作
や記録映像を大学と行い、市民のアトリエでは高齢者向けプ
ログラムを大学と一緒にアウトリーチを実施しています。そ
して、鑑賞教育では、横浜市内小学校の生徒がみなとみらい
ホールでの音楽鑑賞前後に当館コレクション展をボランティ
アとともに鑑賞したり、横浜トリエンナーレで話題になった
中高生プログラムを他館と連携して蔡展にて実施するなど、
新たな試みも行いました。
　施設運営においては、一歩すすんだお客さまサービスを目
指すビジターサービスの強化のため、ボランティアの募集を
行うなど準備に取組みました。また、新規2社を含め3社から
協賛を得るなど、企業からの支援を深めつつあります。そし
て、次期中期計画の確定を受け、国際グル―プの立上げな
ど、組織および事業の準備をしています。
　以上のように、各事業で着実に進展した年となり、これま
での活動実績が評価され、平成２７年度地域創造大賞（総務
大臣賞）受賞につなぐことができました。

B

　企画展においては、評論家等からの専門的な評価を受け、
また、蔡國強展における作品製作の生中継や学生と連携した
映像制作、村上隆コレクション展におけるＳＮＳでの拡散な
ど存在感をアピールし、twitterのフォロワー数を首都圏最大
級の11万人とするなど成果が出ています。
　一方で、入館者数においては、目標に達した展覧会が１つ
に止まり、企画段階からプロモーション計画をより綿密に練
ることが必要と考えます。
　教育普及事業では、継続して質の高い事業を実施してお
り、中高生プログラムや特別支援学校のワークショップ、大
学と連携した高齢者向けプログラムなど美術を通して様々な
人に新たな価値観を提供できる場を積極的に作り出していま
す。そのような取組みも評価され、地域創造大賞（総務大臣
賞）を受賞できたことは、全国の美術館の中でも高い水準に
あると考えます。

A

　美術館活動の様々な面で、美術館の価値を高
める取組がみられました。
　企画展では、各展覧会で専門家等から高い評
価を得ました。特に蔡國強展においては、横浜
美術館で作品制作が行われ、その様子がＴＶに
生中継されるなど、発信の強化につながりまし
た。
　また、所蔵コレクション展については、企画
展と連動させることで、横浜美術館ならではの
企画力が発揮されました。
　市民協働では、従来のボランティア活動にと
どまることなく、蔡國強展の作品制作及び映像
制作で大学と連携するなど、市民協働としての
取組も一段と進化を見せていました。
　これらの取組や教育普及や広報等様々な取組
が評価され、地域創造大賞（総務大臣賞）を受
賞したこを高く評価し、Ａ評価とします。

※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 経営 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

（１）個性の発揮と
創造・挑戦的な取組
み

●横浜美術館ならではの個性と集客力、発
信性の強化
●異なるジャンルとの連携と、創造的で発
信性のある取組み
●組織横断的な複眼的な視点を持った「す
べての人に開かれた美術館」を目指した事
業展開

●質の高い多様な展覧会の実施・発信と来館者の裾野を拡大する展覧会の開催:企画展4回/年,コレクション展3期/年　※詳細後
述(2(1)1)、2(2)3))
●市民協働:ボランティア育成　70人/年
　　　　　 ＮＰＯ等との協働　1団体/年　※詳細後述(2(6)美術館アクセス・鑑賞サポート事業)
●地域社会や市民生活に貢献する事業の実施:6事業/年　※詳細後述(2(6))
●おもてなしの心の徹底とリピーター獲得への事業の実施:ビジターサービスチーム設置、研究と計画実施　※詳細後述
(3(1)1)、3(3)1))

B B

　４つの企画展がいずれも専門家から高
い評価を得ています。国内外に向けて、
横浜美術館ならではの企画としての発信
ができています。

（２）都市戦略との
連携

●都市・文化観光政策連携
●マーケティング

●展覧会の開催にあわせた、みなとみらい21 地区に貢献できるイベント開催:2 回/ 年
●フォト・ヨコハマ、クラシック・ヨコハマなど横浜市が推進する事業との連携:随時
●横浜市のコンベンション誘致に協力したレセプション会場などとしての活用：随時
●当館の特色ある概観や敷地を有効活用したフィルム・コミッションへの積極的な協力：随時
●展覧会の会期中に来場者アンケートを実施して有効回答各500通を収集して分析：1回/企画展
●展覧会終了後にデブリーフィング（振返り）実施し次回展に反映：1回/企画展

B B

（３）専門性を活か
したネットワークの
強化

●財団内専門館連携
●他組織との連携

●美術館という特別な拠点･空間を活かして、また他の専門館とも連携して、様々な芸術のイベント･ウィークの開催：5公演/年
●その他【追加実績】
●ボランティア育成、市民とのフラットなコミュニケーション、横浜美術館コレクション・フレンズを通じて実現する市民協
働：3事業/年※詳細後述(2(5)4))
●横浜市、NPO 法人などとの連携を深め、美術館におけるエデュケーション事業を発展させた地域社会や市民に貢献する事業：
6事業/年※詳細後述(2(6))

B B

（４）広報・連携体
制の充実・強化

●館広報
●市民およびメディアとの関係強化

●「近隣から始まる来館者の拡大」を目標に、「近隣アートプログラム」を実施：4 回/ 年
●ウェブサイトへのアクセスも横浜美術館へのビジターと捉え、ウェブコンテンツ、ウェブサイトでの視聴覚プログラムの配
信、メルマガやオンラインショッピングなどを通じて来館を促す手法開発：ウェブサイトアクセス数　4,800,000件/年 メルマ
ガ登録人数　500人増/年 Twitterフォロワー数　5,000人増/年

●メディア関係者との交流会と意見交換会：1回以上/年
●コレクションを活用した広報ツール制作：1回/年
●首都圏に焦点をあてた広報展開
●平成28年度以降、すべての展覧会プレスリリースを日英で発行できるよう運営体制を準備
●平成28年度以降、海外メディアへの広報を充実できるよう運営体制を準備

A

　広報事業としては、蔡國強展広報にお
いて、爆破制作メディア公開やNHK
「ニュース シブ5時」での爆破制作の生
中継、BBCの放映による海外発信など 、
今までにない活動を実施しました。そし
て、現代美術展の多い今年度に強化した
Twitterでは、87,999人のフォロワーを
獲得しています。その他、企画展英文プ
レスリリース・展覧会招待状の海外送付
を開始し、海外プレスリストも拡大する
など、海外との連携を強化しています。

B

　蔡國強展における、作品制作の生中継
や大学と連携した映像制作、目標5,000
人に対し、実績８万人以上となる
Twitterフォロワー数の増加など、積極
的に存在感を示す取組を実施できていま
す。
　一方で、ウェブサイトアクセス数は、
目標に若干届きませんでした。
　企画展の打ちだし方法など、企画段階
からのターゲット設定による訴求を館全
体で連携することで、より効果的に広報
を行い、集客が見込まれる状況への注力
を行っていくことを期待します。

（５）経営基盤の強
化と長期的・継続的
な検証の実施

●外部資金の導入等による自主・自律的な
組織運営
●PDCAによる業務品質向上

●自主財源の開拓：2種/年　※詳細後述(3(3)3))
●事業評価制度の運用：4種/年　※詳細後述(4(1))

B B
　企画展の実施について、目標設定、広
報などのＰＤＣＡをより意識して回して
いくことを期待します。

（６）市との政策協
働の着実な推進

●政策協働体制 ●政策協働による指定管理：政策経営協議会および指定管理選定評価委員会への参加と各種意見の事業への反映　※詳細後述
(4(1)1)) B B

B 各委員のコメントは別紙参照

基本方針

（１）国際都市横浜の美術の拠点として、社会に新しい価値を提案する創造性と発信性の高い、世界から多く
　　　の人が訪れる魅力的な美術館になります。

（２）美術品や関連資料について、調査・研究を行い、的確に評価して新しい価値を市民に伝えるとともに、
　　　収集、整理、保管、活用し、未来に継承します。

（３）未来をになう子どもたちの感性を育む美術教育を通して次世代の美術を振興すると同時に、美術を支え
　　　る人材育成と多様な人々への美術の普及に取り組みます。

（４）文化芸術の持つ社会的な力を活かし、地域社会や市民生活に貢献する活動に取り組み、創造的で多様性
　　　豊かな社会の形成に貢献します。

政策目標〈経営〉横浜美術館は国際
都市横浜の魅力を牽引します。

横浜美術館
第２期指定管理者業務評価表（平成27年度）

＜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 事業 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

（１）バラエティに
富んだ企画展を計画
し、国内外に発信し
ます
　1) 質の高い多様な
展覧会の実施・発信
と来館者の裾野の拡
大

●バランスのよい企画展
●マスメディアへ企画展提案
●展覧会の海外巡回

展覧会
・石田尚志展【3月28日(土) ‒ 5月31日(日)】：目標入場者数25,000人
・蔡國強展【7月11日(土) ‒ 10月18日(日)】：目標入場者数90,000人
・中島清之展 【11月3日(火祝) ‒ 1月11日(月)】：目標入場者数35,000人
・村上隆展【1月30日(土) ‒ 4月3日(日)】：目標入場者数70,000人
その他
●企画展の海外巡回：平成28年度以降、概ね3年に一度をめざし、企画展およびコレクションパッケージ展を海外巡回できるよ
う候補展の選定と運営体制を準備
●平成28年度以降、原則、企画展の会場パネルおよびカタログを日英併記にできるよう検討

B C

　展覧会の入場者数目標について、３つ
の企画展で達成できておらず、全体でも
目標の93％にとどまっていることから、
評価はＣとします。
　内容としては、美術評論家等からの専
門的な評価を受けていることから、各展
覧会の特性、位置づけ等をより明確に
し、訴求を工夫することで集客に繋げて
いくことを期待します。

　2）若手のアーティ
ストの創作支援と発
信

●将来の横浜トリエンナーレの作家選定に
資することを前提に、横浜トリエンナーレ
組織委員会と連携し、ユニークな活動を展
開しつつある有望な若手アーティストを独
自の視点で選出し、アート・ギャラリーや
グランドギャラリーでその作品を紹介

若手作家支援事業：目標入場者数3,000人
・前年度3月：作家選定
・広報：プレスリリース、ダイレクトメール、ホームページ等による効果的な広報展開。企画展のオープニングや記者会見の機
会を活かして告知。
・会場：来客の難しいアートギャラリー以外での作品展示を検討
・海外発信：ダイレクトメールや報告書、ホームページを日英バイリンガルで製作

B B

　同時期開催の現代美術展やフォト・ヨ
コハマの来客を取り組むスケジュールの
工夫や、カフェと連動した開催などによ
り目標を上回ることができたことを評価
します。

　3）横浜トリエン
ナーレへの取組み

●基盤整備・プレ事業開催に全館体制にて
取組み

●シンポジウム ：春　石田展会期中に第5回展振返り実施、冬　村上展会期中に第6回展について実施
●国内外調査・研究、ネットワーク形成：PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭(3-5月),ヴェニス・ビエンナーレ(5-11月),越後妻
有アートトリエンナーレ(7-9月)

B B

（２）魅力あるコレ
クションを形成し、
活用するとともに未
来に継承します
　1) コレクションの
形成

●市民に親しまれる作品、美術の新しい価
値を創造する作品、横浜の美術の歴史を伝
える作品の収集提案

●今後の中期的な収集の方向性検討：平成25年度提案済。ただし、必要に応じ、市との協議に対応。
●3 か年ごとの収集計画策定：平成25年度提案済。ただし、必要に応じ、市との協議に対応。
　　　　　　　　　　　　　　横浜ゆかり作家の収集計画を立案　平成25年度提案済。ただし、必要に応じ、市との協議に対
応。
●横浜トリエンナーレの機会を活かした、話題性のある現代美術作品の収集提言
●内部検討委員会、横浜市美術資料収集審査委員会および価額評価委員会を経た適正な収集方法：
  9月　内部検討委員会　1回/年
 11月　横浜市美術資料収集審査委員会および価額評価委員会　1回/年

B B

　2) コレクションの
継承

●安全な保存と確実な管理 ●収蔵庫の満杯状態を改善するための新蔵置方法提案：平成25年度提案済。ただし、必要に応じ、市との協議に対応。
●収蔵作品台帳をもとにした収蔵品目録の印刷物を作成：3月 前年度の新収蔵品の目録発行　1回/年

B B

　3) コレクションの
活用

●展示構成やテーマを工夫したコレクショ
ン展、なるべく多くの作品を特に新収蔵作
品の迅速な公開、企画展と連動したテーマ
展示
●展示方法および展示室環境整備の工夫
●コレクションをベースにする企画展、コ
レクションによるパッケージ展

展覧会
●コレクション展I 【3月28日(土) ‒ 5月31日(日)】: 27,000人
●コレクション展Ⅱ【7月11日(土) ‒ 10月18日(日)】：93,000人
●コレクション展Ⅲ【11月3日(火祝) ‒ 1月11日(月), 1月30日(土)-4月3日(日)】: 109,000人
その他
●コレクションによるパッケージ展：平成28年度以降、概ね3年に一度をめざし、国内外巡回できるよう企画案と運営体制を準
備
●コレクションの特別利用：随時
●平成28年度以降、原則、コレクション展の会場パネルを日英併記にできるよう検討 B B

　コレクション展来場者目標は達成しま
した。
　企画展と連動したコレクション展を実
施し、これまでと異なる切り口で作品を
紹介しました。

（３）モノとしての
「美術情報」を収
集、保管、活用しま
す

●デジタル化の時代においてこそモノとし
ての「美術情報」の重要性と稀少性に着目
し、専門的な見地にたって、これらを収
集・整理・保管し、様々な人の要望に対応
し、適切かつ丁寧に提供

●企画展等事業連動した特集公開：特集コーナーの設置　4回/年
●探検ツアー【計画外】
●横浜トリエンナーレ情報集積とアーカイヴ化：平成25年度以降、アーカイヴ継続
●映像資料公開：7月　映画や映像作品の公開　1回/年
●その他：平成28年度以降の大規模改修を見据えたさらなる開かれた専門性を目指して、他館の最新事例や体制調査

B B

　第２期コレクション展で美術情報セン
ターの資料が重要な役割を果たすなど、
美術館で所蔵している資料が効果的に活
用されました。

（４）美術館活動の
基礎として調査・研
究を位置づけます

●あらゆる美術館活動の基礎としての調
査・研究

●紀要発行、関係機関に配布：3月　研究紀要の発行（論文3本）1回/年
●テーマを設定し、コレクションおよび企画展のための調査研究実施：
　コレクションおよび企画展についての研究19項目
　トリエンナーレに関する研究4項目
　ミュージアム・エデュケーションについての研究22項目
　美術情報に関わる研究1項目 B B

A 各委員のコメントは別紙参照

A 各委員のコメントは別紙参照

政策目標〈事業①〉質の高い多様な
展覧会の実施と発信を通じて、来館
者の裾野を拡げます

政策目標〈事業②〉魅力的なコレク
ションを形成、活用するとともに、

未来へ継承します。
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２ 事業 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

（５）多様な市民が
鑑賞、創作を楽しむ
ことができるプログ
ラムを入口に、多く
の市民が美術館活動
に能動的に関わるこ
とから始まる創造性
の拡大と深化を目指
します
 1) 鑑賞サポート事
業

●コレクション展鑑賞サポートのレギュ
ラーサービス化、学校連携

鑑賞サポート事業
●コレクションを活用した鑑賞サポート
　●ギャラリートーク：8回/年
　●学芸員や収蔵作家によるレクチャー：1回/コレクション展
　●鑑賞ワークショップ
　　●障がい者向け鑑賞会：2回/年
　　●高齢者向けプログラム：1回/年
　●その他：平成28年度以降の鑑賞サポートプログラムの立案

●企画展鑑賞サポート
　●ギャラリートーク：8回/年
　●講演会等：8回/年
　●鑑賞ワークショップ：1回/企画展
　●夜の美術館でアートクルーズ：2回/企画展
　●その他の鑑賞サポート【追加実績】
　●その他：平成28年度以降の鑑賞サポートプログラムの立案

子ども対象鑑賞サポート
●個人向け鑑賞講座：3講座/年
●学校プログラムと連動した鑑賞プログラム：1回/年
●夏休み子どもフェスタ：1回/年 A

　鑑賞教育では二つの新たな試みを実施しました。
横浜市全小学校が参加するみなとみらいホールでの
「心の教育ふれあいコンサート」の前後に当館を観
覧するよう教育委員会に働きかけ、5校がボランティ
アと一緒にコレクション展を観覧し、市内の子供た
ちに横浜美術館を身近に感じていただきました。ま
た 、ヨコハマトリエンナーレ2014で特徴のあるプロ
グラムとして注目された中高生プログラムを、アジ
アの中堅作家展を開催していた森美術館と協働する
という新たな展開を加え、蔡國強展にて開催しまし
た。
　さらに、創作と観賞を交えた特別支援学校ワーク
ショップ、問題を抱える若者を支援する組織と連携
したワークショップ、創作を契機とした高齢者向け
プログラムを大学と一緒にアウトリーチとして実施
するなど、多様な方が美術を楽しむことができる機
会を拡大しています。

A

　各項目で、目標水準どおり、または上回る結果と
なっています。特に特別支援学校や福祉団体、高齢
者向けプログラムを積極的に実施しており、様々な
人に芸術に触れる機会を提供できています。
　また、心の教育ふれあいコンサートと合わせた小
学生への観覧プログラムや中高生が自ら考え、芸術
の魅力を伝えるプログラムを森美術館と連携するな
ど、次世代育成にも注力しており、美術の裾野を広
げる成果を上げています。

 2) 創造支援事業
子どものアトリエ

・発育支援と美術への親しみ、学校連携 ●学校プログラム：90校/年
●個人向け造形講座：20講座/年、定員の80％以上の参加者
●親子のフリーゾーン：36回/年
●その他：記録画像や映像の更新　1回/年、リーフレットと案内ビデオのリニューアル1回/年

B B
　目標通り達成できており、特に、開館
以来の継続性を持って事業に取り組めて
いることを評価します。

 3) 創造支援事業
市民のアトリエ

・創作体験、創作体験を鑑賞につなげる
ワークショップ、若手アーティストを講師
とした特別講座

●ワークショップ：30講座/年（若手作家講座15回、大学連携2講座、環境ワークショップ１講座含む）、定員の80％以上の参加
者
●オープンスタジオ：25コース/年、定員の80％以上の参加者

B B

 4）市民協働 ●ボランティア・パートナー育成
●美術館の運営や事業を市民とのフラット
なコミュニケーションを通じて展開
●市民の力を取り込んだ新たな教育普及と
修復資金調達、協力会との連携

ボランティア・パートナー
・子どものアトリエ親子のフリーゾーン運営ボランティア育成：約30人/年
・美術情報センター運営ボランティア育成：10人/年
・鑑賞・館内ガイドボランティア育成：30人/年
・その他：平成28年度以降の外国人、障がい者、観光客向けのビジターサービスボランティアの活用可能性について調査

フラットなコミュニケーション
・学芸員OB、観光業OB などとの連携によるおもてなしの心育成：新プログラム実施
・横浜シティガイド協会などとの連携による横浜観光促進：新プログラム実施
・原三渓研究会との共同研究：1回/月開催

フレンズ
・平成25年度横浜美術館フレンズ募集：参加数140口
・平成25年度フレンズ会員向けプログラムの実施：10回/年
・協力会との共同レセプションデスクの設置：平成25年度実施済、以後継続

A

　ボランティアについては、新たな進展
が見られました。蔡國強展では、作品制
作において、横浜美術大学のボランティ
アと一般ボランティアが多数参加しまし
た。そして、ビジターサービス・ボラン
ティアの募集・育成を開始しました。

B

　目標通りの水準を達成できています。
コレクション・フレンズにおいては、目
標を上回る参加数で、会員向けプログラ
ムも充実させており、コレクションを通
した市民との協働が図られています。

（６）地域社会や市
民生活に貢献する事
業

●他組織や市民との連携を深め、美術館に
おけるエデュケーション事業から地域社会
や市民生活に貢献する事業へと発展

美術館アクセス・鑑賞サポート事業
●福祉関係機関、 NPO 法人等と連携した、コレクション鑑賞サポート事業：1回/年
  ※再掲：障がい者向け鑑賞会

学校教育連携事業
●アートティーチャーズ・デー：1回/企画展
●夏休み子どもフェスタにおける教師ボランティア受入：5人/年
●横浜市芸術文化教育プラットフォーム受入：2回/年
●大学連携
　●大学と連携したワークショップ：2講座/年
　　※再掲：市民のアトリエ

　 ●大学と連携した紹介動画の制作：2回/年

環境啓発事業
○横浜市環境創造局との携による、横浜みどりアップ・ワークショップ開催：1講座/年
　※再掲：市民のアトリエ

病院へのアウトリーチ
●病院・福祉施設へのアウトリーチ：1 回/年

企業とともに社会に貢献する事業
●企業連携プログラム《Heart to Art》によるアウトリーチ：2回/年
●その他のアウトリーチ【追加実績】

美術を支える人材育成事業
●博物館実習：1回/年
●子どものアトリエ　インターンシップ：10人/ 年
●子どものアトリエ　教師のためのワークショップ：2 回/年
●その他：海外インターンシップの受入れ　1回/年
●各種研修受入れ
　●保育士、教師を対象とした研修：随時
　●その他研修：随時【追加実績】

B B

A 各委員のコメントは別紙参照
政策目標〈事業③〉美術と市民を
様々な糸口でつなぎ、美術の魅力を
伝えます。
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３ 施設の運営事業 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

（１）おもてなしの
心とリピーターの獲
得
 1) 横浜美術館にお
けるビジターサービ
スの取組み

・新規のお客様とリピーターのお客様の双
方の満足度向上
・平成 25 年度は研究と計画、平成 26 年
度をスタッフの養成と準備、平成 27 年度
をスタッフのOJT と試行の年と位置づけ

拠点確立
●ビジターサービスの拠点を、来館者がアクセスしやすいスペースを活用して設営（アートギャラリー2など）:平成25年度実施
済、以後継続

おもてなし
ホスピタリティの向上（新サービス開発）
●個人の希望者に向けた鑑賞前レクチャー、鑑賞後ワークショップ定期開催:平成26年以降随時
●希望に応じて団体鑑賞前レクチャー実施：随時
アメニティの向上
●無料でダウンロードできる横浜美術館アプリなど鑑賞サポートツールの開発：平成25年度実施済、以後継続
●駅から美術館への動線へのサイン設置、グランドギャラリーの演出、備品リニューアルによる快適な周辺環境の整備：みなと
みらい駅サイン設置　平成25年度設置済、以後継続、備品リニューアル平成25年度実施済、以後継続、グランドギャラリー演出
1回/企画展
●横浜市の観光案内所と連携：平成25年度実施済、以後継続
アクセシビリティの向上
●条例以外の減免・無料措置などソーシャルインクルージョンへの取組み：平成27年11月　高齢者割引開始
●高齢者、外国人、障がいをもつ方々が利用しやすい美術館となるためのサイン計画：平成26年度実施済、以後継続
来場者コミュニケーション
●PDCAサイクルによる迅速・適切なクレーム対応を行うお客様目線の運営
　●顧客サービス員、電話、ホームページなどを通じて寄せられたご意見への迅速な一次対応：原則、48時間以内の一次対応
　●重要なご意見について、報告書による館内共有、モニタリングによる市共有によりお客様対応改善：館内共有　随時、モニ
タリング　原則1回/月
休館日および開館時間
●集客の見込める展覧会期間中は臨時開館日設定：2日/年
●企画展の関連イベント開催時などには夜間開館も実施：2回/年
レクチャーホール
●レクチャーホール貸出の利便性向上：稼働率　74％
　・空き状況をホームページに掲載
　・平日練習プランの運営
チケット
●チケット入手容易化
　●前売り券の販売：前売り券販売開始　2か月前
　●企画展の規模に応じた販路拡大：館外販売　1か所以上/展覧会

B B

　外国人のアクセシビリティについて、
会場パネルや館内放送の英語対応など向
上が進められています。
　オリンピック・パラリンピックに向け
た来館状況の把握や音声ガイドの試行等
取組を期待します。
　また、休館日・開館時間の設定は、展
覧会の集客に向けてより戦略的な計画を
行っていくよう期待します。

　2) 館内サービスの
充実

●サービスに工夫を凝らすことで、来館す
ることの付加価値を上げ、お客様満足度の
向上とリピーター獲得

ミュージアムショップ
●展覧会関連商品、当館ならではのユニークな商品提供：
　企画展特設コーナー設置　1回/企画展
　コレクション活用オリジナル商品開発　1商品/年
●遠方のお客様を中心としたニーズに応えるためのオンラインショップ運営：掲載点数200点/年
●オンラインショップ活性化のためホームページ活用：季節に合わせた特設ウェブサイトを設置3回/年

café 小倉山
●展覧会と連携した限定メニューの開発：6種/年
●カフェ機能を活用した観客誘致事業や近隣施設連携事業などを展開：随時

B B

（２）施設の適切な
維持管理
　1) 施設の長寿命化

●過去改修データの洗い出しと今後の改修
計画提案など長寿命化に向けた準備を横浜
市とともに実施
●お客様の安全と安心を第一に、適切かつ
丁寧な保守・点検業務等、故障や破損への
迅速な対応

●不具合が発生した場合に迅速な対応、横浜市と情報共有。新たな改修はデータを整理して保存し今後の改修計画に活用。
●不具合発生時は文書で情報を共有するとともに必要な措置を実施。経過は横浜市と共有。

　2) 災害時など非常
時の対応

●グループ長以上を中心に緊急レベルに応
じた適切な指示系統と対応方法構築、バッ
クアップ体制を含めた危機管理体制整備
●自然災害やテロ、感染症などの発生時を
想定した「横浜美術館危機管理マニュア
ル」を整備、共有
●様々な災害を想定した訓練を所轄消防署
と連携実施

●危機管理マニュアル及び緊急連絡網を作成。管理職の出勤はシフト表を作成、共有し責任体制を明確化。
●最新の危機管理マニュアルを館内で共有
●9月,1月　防火・防災訓練　2回/年

（３）経営基盤の強
化と人材育成
　1) マネジメント体
制、組織形態

責任体制の明確化
　●グループごとの業務分担表を共有
　●意思決定機関
　　●グループ長会議定例化
　　●子どものアトリエ企画運営会議開
催、平成28年度以降、子どものアトリエだ
けでなく教育普及事業全体の企画運営会議
とできるよう、候補委員の選定や運営体制
を準備
　●副館長の配置

効率性と総合力が発揮された事業展開のた
めの事業部門と経営部門連携
　●横断的な情報共有のためにチームリー
ダー連絡会を定例化

横浜市との政策協働や美術館の社会的役割
の拡大に対応した組織
　●教育プロジェクトチーム増員
　●ビジターサービスチーム新設

●変更後2週間以内に共有

●隔週
●3月　1回/年

●平成25年度配置済

●隔週

●平成25年度増員済
●平成25年度新設済

　2) 専門人材育成 ●適材適所の人材配置
●横浜トリエンナーレにむけた現代美術専
門人材など専門人材育成
●企画展事前レクチャーやホスピタリティ
研修など専門館にふさわしい人材育成

●人事評価制度の導入　導入済
●横浜トリエンナーレや施設管理に対応する外部委託人材の活用　対応済

当館職員の育成
●日常的なOJT
●当財団全体の各種研修に参加
●企画展事前レクチャー　1回/企画展
●5月　接遇研修　1回/年
●2月　安全･安心な施設運営維持の訓練・研修　1回/年

専門職の育成
・学芸員：美術品保全、コレクション形成、展覧会立案実施、横浜トリエンナーレ実施、専門分野の確立の観点から育成
・エデュケーター：若手職員の発想力を重視すると共に、それぞれの専門性を活かし、現代作家の動向、様々な対象者、鑑賞活
動と創作体験の関連、他施設、他団体との連携、市民協働、社会貢献等を常に幅広く視野に入れ活動を展開する柔軟なコーディ
ネート力と指導力を重視し育成

　3) 自主財源の開拓 ●ファンドレイジングの取組みとして、当
館でおこなわれる広報活動、教育プログラ
ム、子どもの育成活動を企業と協働で実施
する機会《Heart toArt》継続

●駐車場の各種割引サービス実施

●目標：2社以上

●鑑賞会【追加実績】
●割引制度　2種、平成27年10月　一部駐車場割引を見直し

B 各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照
政策目標〈施設運営②〉財政基盤を
強化し、効率的で持続可能な運営を
実現します。

B B
　財団専門研修や、館長による全職員面
接など、専門人材育成に向けた取組がで
きています。

政策目標〈施設運営①〉お客様目線
とおもてなしの心を持ち、様々な人
に開かれた美術館運営を行います。

B B



5

４ その他の業務 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

1) 政策協働による指
定管理

●政策協働実現のため、政策経営協議会参
加
●一連のプロセスの透明性を高めるため、
指定管理選定評価委員会出席

●政策経営協議会参加と各種意見の事業への反映
●指定管理選定評価委員会出席と各種意見の事業への反映

2) 当財団独自の事業
評価制度の運用

●当財団全体の経営を評価する団体評価
●施設やグループごとの年度を通した施設
等組織評価
●事業ごとの個別事業評価
●横浜美術館内のPDCAサイクル

●進捗状況報告　1回/年
　※評価は協約期間終了時に実施
●2回/年

●1回/事業
●指定管理者モニタリング　原則1回/月

3) 「横浜市文化施設
指定管理業務評価シ
ステム」による評価

●横浜市が委嘱する選定評価委員会による
指定管理施設に対する外部評価の実施

1回/年の評価において各評価軸項目の平均B（＝目標通り達成できている）以上

4) 年報の発行 ●長期的な振返りの基礎と事業活動の対外
的な説明のための年報発行

●平成26年度年報上半期の発行　1回/年
●平成27年度年報の翌年度上半期の発行を目指し準備

５ 収支計画 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

収入

・自主事業の実施と
安全な施設の維持管
理に必要な原資を獲
得
・横浜市の文化政策
への長期的な協働に
必要な適正額を算出
し反映

自主事業の実施と、安全な施設の維持管理
に必要な原資を獲得します。また、横浜市
の文化政策への長期的な協働に必要な適正
額を算出し、第二期当初3 年の収支計画に
反映します。

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
収入合計　                 1,113,890
指定管理料収入　             759,971
利用料金収入　                62,556
事業収入　                   222,309
その他　                      69,054

支出
・効率的な自主事業
実施と施設管理維持
実現

効率的な自主事業の実施と施設管理維持を
実現するため、適正に執行を管理します。

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
支出合計　                 1,113,890
人件費                       334,041
事務費                         8,682
事業費                       366,879
管理費                       221,727
その他支出                   182,561

６ 人員計画 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

過去の実績を踏まえ、高い専門性を
発揮できる組織として、事業展開と
施設の安全安心な運営を強化

計 　　　　　　　　　　　　　44人
・館長 　　　　　　　　　　　 1人
・副館長　　　　　　　　　　　1人
・グループ長　　　　　　　　　3人
・担当グループ長 　　　　　　 3人
・チームリーダー　　　　　　  6人
・担当リーダー 　　　　　　　 9人
・職員 　　　　　　　　　　　 21人

B B B 各委員のコメントは別紙参照

７ 留意事項 目標の実践
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）
自己
評価

備考
行政
評価

備考
外部
評価

備考

保険及び損害賠償の取扱い 業務の基準に基づいた適正な取扱い

法令の遵守と個人情報保護
コンプライアンス窓口の設置　設置済
個人情報マニュアルの作成

情報公開への積極的取組 財団事務局に情報公開窓口を設置　設置済

市及び関係機関等との連絡調整 横浜市や関連機関との連絡緊密化

その他
1)許認可及び届出等
2)施設の目的外使用
3)人権の尊重
4)近隣対策
5)重要書類の管理
6)行政機関が策定する基準等の遵守
7)法令の制定及び改正への対応

各委員のコメントは別紙参照

B 各委員のコメントは別紙参照

政策目標〈その他の業務〉政策協働
による指定管理を推進し、横浜市の
専門文化施設として最適な管理運営
を実現します。

B B

法令・条例・規程等に基づいた適正な管理実施

各委員のコメントは別紙参照

B B B

B

B B

　収支では、黒字となっていますが、昨
年度に引き続き、事業収入が△32,655千
円と当初の予算から大幅に下がっていま
す。事業規模を縮小しないよう、事業収
入増への取組が必要です。
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評価 総括コメント 評価 総括コメント 評価 総括コメント 評価 総括コメント 評価 総括コメント

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

Ｂ

横浜市を代表する文化施設として、展覧
会の開催や収蔵作品の充実にとどまら
ず、文化政策に関わる様々な役割を期待
されています。組織構成や運営のシステ
ムを整えることにより、それらの期待に
応えることができていると思います。

Ａ

企画展はいずれも大変よく練られたもの
で、内容、そして評価も素晴らしく、横
浜美術館の企画力を存分に示したものと
言える。また、我が国の自治体の美術館
としては質・量ともに第一級の所蔵コレ
クションも、さまざまな企画によって有
効に活用され、他の国内公立美術館の指
針ともなっている。活発な広報・教育活
動もあいまって、この美術館が横浜市民
の誇りとなっていることは疑う余地がな
い。

Ａ

今期、蔡國強展，石田尚志展、村上隆コレクション展等、美
術専門家等からの高い評価はもとより、大学等との作品制作
中継(蔡國強展)や記録映像制作（蔡國強展）、SNS拡散（村上
展）によるビジター拡大等、各美術展の魅力を,アクティブ、
多彩に展開し、市民と芸術のフラットなコミュニケーション
を着実に築いており、新しい価値の創造と発信に取り組んで
おり評価大。同時に横浜ゆかりの中島清之展の開催等、地域
性や継承を意識した展覧会の開催を含め、年間の展覧会構成
の内容が充実、横浜美術館の存在感を一段と高めています。
入場者数目標値にわずかに届かない展覧会もありましたが、
多彩なチャンネルによる豊富な広報の取り組みが、近隣や海
外も含め、新たな関係性の拡大や強化を構築し、地域創造大
賞受賞等成果をあげています。27年度は、市民や大学等が作
品制作過程にボランティアとして関わる等、市民協働のス
テージが従来のボランティア活動にとどまることなく、一段
と進化をみせ、芸術文化における協働の可能性に新たな広が
りを見せています。未来を担う子供達との学校連携も含め、
美術と市民を繋ぐ、美術館総力をあげての取り組みは、次期
の具体的展望と準備（ビジターサービスボランティアの拡大
や国際グループ立ち上げ準備等）も含め高く評価できます。

Ａ
政策目標〈経営〉「横浜美術館は国際都
市横浜の魅力を牽引します。」の達成す
るために、創造的かつ挑戦的に取り組ん
だ姿勢を高く評価し、Aとする。

Ａ

（1）質の高い企画展及びコレクション展開催による魅力の
発信、さらに蔡國強展における、横浜美術大学及び一般、各
ボランティア参加の作品制作や、東京芸術大学大学院映像研
究科による記録映像作品制作等、個性ある挑戦、ボランタ
リーな取り組みが際立っています。
（2）横浜市の都市戦略と連動して音楽やフォトとの連携に
取り組み、地域創造大賞の受賞等、着実に成果をあげていま
す
（3）市民協働のコンテンツが深化し、ビジターサービスボ
ランティアの拡大構想や、作品制作参加等、ネットワークを
活かした美術館活動の理解や支援についての取り組みは今後
に期待できます。
（４）ウエブサイト、メルマガ、BBC放映、NHKTV他、多彩
なチャンネルによる国内外への発信がアクティブであり、ツ
イッターフォロワー11万人以上の実績等、多様なツールによ
るビジター概念の拡大も大いに評価したい。蔡展における爆
破制作生中継も発信力大。
（5）自主財源の確保は長期展望にたって必要不可欠であ
り、企業連携のみならず、市民によるファンド等、将来にむ
けて経営基盤を支える仕組みづくりの模索も待たれます。

丸山委員長

基
本
方
針

Ｂ

１
 
経
営

Ｂ

高橋委員

多くの人の印象に残る、インパクトのあ
る企画展が開催されました。横浜市の都
市政策との親和性が高い内容でもあった
と思います。

西田委員 吉本委員村井委員

Ｂ

５つの目標それぞれに着実な実践と成果
が伺える。蔡國強展に関連した各種発信
の成果はこれまでにない取組として評価
できるほか、企画展英文プレスリリー
ス・展覧会招待状の海外送付など海外発
信における地道な積み重ねは、今後も充
実が期待される。

Ａ

「国際都市横浜の美術の拠点」「次世代
の美術振興」については昨年度同様、質
の高い活動を展開していると思う。
さらに、今年度は、市民協働の拡がりに
よって「文化芸術の持つ社会的な力を活
かし、地域社会や市民生活に貢献する活
動に取り組み、創造的で多様性豊かな社
会の形成に貢献」という高次元の基本方
針の成果も現れている。
目標数値に達成していない事業もあった
が、基本方針を徐々に実現化している取
組姿勢を定性的に高く評価し、Aとする。

企画展のうち、蔡國強展、村上隆展は、
ともの国際的に活躍する作家の展覧会
で、美術館における新作制作、膨大なコ
レクションからの作品選出と工夫された
展示など、横浜美術館ならではの企画力
の光る内容だった。大学・学校連携や市
民のアトリエでの高齢者向けプログラム
など、教育普及も着実かつ意欲的な取組
で成果があった。
平成２７年度地域創造大賞（総務大臣
賞）の受賞は、ここ数年間の横浜美術館
の取組が高く評価された結果だと思われ
る。
評価項目のうち、事業の①～③の評価に
高いウエイトを与えるべきと考え、A評価
とした。

Ａ

＜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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丸山委員長 高橋委員 西田委員 吉本委員村井委員
評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

Ｂ

政策目標〈施設運営②〉「財政基盤を強
化し、効率的で持続可能な運営を実現し
ます。」は、特に専門人材育成で成果を
上げている点に注目したい。今後の美術
館活動に期待し、Aに近いBとする。

多様な鑑賞サポート事業の展開、ボラン
ティアやコレクション・フレンズなどの
市民協働の拡がりが顕著に見て取れる年
度であったと思う。特に、コレクショ
ン・フレンズ参加数の増加は、質の高い
コレクション展の成果の現れと言えよ
う。
政策目標〈事業③〉「美術と市民を様々
な糸口でつなぎ、美術の魅力を伝えま
す。」の達成をめざし、市民の主体的な
関わり方を引き出している点を高く評価
し、Aとしたい。

企画展に関しては、利用者数の目標値は
達成できなかったものがあったが、政策
目標〈事業①〉「質の高い多様な展覧会
の実施と発信を通じて、来館者の裾野を
拡げます。」の達成をめざし、質の高い
事業を実施できたことを定性的に評価
し、Aとする。

みなとみらいホールと連携した鑑賞教
室、特別支援学校ワークショップ、若者
支援組織との連携、創作を契機とした高
齢者向けプログラムなど、美術と市民を
様々な糸口でつなぐために実施した新た
なチャレンジは高く評価できる。

Ａ

Ｂ
コレクションの活用において、これまで
同様、横浜美術館ならではの成果が伺え
る。

Ａ

Ａ

コレクション展入館者数は目標に達した
上に、企画展と連動するテーマで構成さ
れた展示は秀逸。また、国内外でのパッ
ケージ展を継続実施できるよう進めてい
る点、美術情報センターの資料を活用し
た点も大いに評価したい。
政策目標〈事業②〉「魅力的なコレク
ションを形成、活用するとともに、未来
へ継承します。」の達成をめざし、質の
高い事業を実施できたことを評価し、Aと
する。

Ａ

着実に実践されている。

Ｂ

Ａ

政策目標〈施設運営①〉「お客様目線と
おもてなしの心を持ち、様々な人に開か
れた美術館運営を行います。」の達成を
めざし、ハード・ソフト両面からアクセ
シビリティの向上を図り、継続的に改善
を実施し続けている姿勢を高く評価し、A
とする。

Ｂ

Ａ

特別支援学校、病院、高齢者等幅広い世代の様々な立場の市
民に向けて、鑑賞、創作等美術を楽しむ機会を積極的に提供
し、公立におけるアート社会教育の使命を果たしていること
は、美術館の神髄の一部でもあり、今後も多様な市民の鑑賞
機会拡大への期待が持てます。開館以来、造形体験等、子供
のアート教育に注力している点も評価大。更に学生や市民ボ
ランティアが作品制作に参加するなど、協働の内容や実績が
一段の進化をみせ、ビジターサービスボランティアの育成、
募集も含め、重層的な取り組みを展開、アートと市民のフ
ラットなコミュニケーションを形成しており、市民に開かれ
た美術館として大いに評価したい。

Ａ

マニュアルの整備、託児サービスの施行、企画展毎一回夜間
開館の準備等、来館者におもてなしの精神ときめ細かい環境
整備に積極的に取り組んでいます。多様な来館者の満足度に
対応し、外国人のアクセシビリティについて、海外からの来
館者の把握、サインや多言語化等の整備着手など、新プログ
ラムにもチャレンジしており、ホスピタリティ向上に多角的
視点をもって努めています。

Ｂ
責任体制の明確化、情報の横断的共有,市との政策協働や美術
館の社会的役割に適切な体制がとられています。とりわけ柔
軟なコーディネート力と指導力を重視している点は期待でき
ます。

Ａ

(1)質が高く多様な展覧会の継続的開催に健闘しています。忘
れがたい作家展（石田）としての評価、アジアの著名作家展
（蔡國強）としての位置づけ、横浜ゆかりの作家（中島）な
ど、バラエティに富む魅力的な企画展やコレクション展を開
催しており評価できます。若手アーティスト支援におけるき
め細やかな工夫、さらに美術館活動と市民や学生ボランティ
アとの協働による、制作参加の機会を提供するなど、付加価
値を伴う、豊富な取り組みがなされ、今後の鑑賞者拡大も期
待できます。経営においては数値目標も大切ですが、同時に
速攻性を持たなくも、質が高く、種まきに時間を要するコン
テンツの展覧会についても市民に還元する必要があり、その
バランスのところで、どの企画展も内容、開催主旨ともすぐ
れており、入場者実績は、目標にわずかに及びませんが、Ａ
評価としました。

Ａ

コレクション展合計目標が23万人、１００．４％とよい実績
をあげています。企画展と連動したコレクション展の実施
は、来場者に、鑑賞の新たな切り口からの魅力を提供し、鑑
賞の楽しみを増幅させており、展示構成における工夫も含
め、大いに評価できます。収集、保管、継承、研究に地道に
取り組んでおり、学芸員と司書の専門性を備える担当者の配
属は適切であり、必要不可欠。

Ａ
あくまでも相対評価だが、他の国内美術
館と比較しても、十分に評価される取り
組みである。

Ｂ

ＢＢ 政策目標達成を意識した運営がなされて
います。

専門家の高い評価が得られた新しい内容
の展覧会が開催され、メディアで取り上
げられました。

２
 
事
業
①

Ｂ
ギャラリートークや学芸員レクチャーが
継続的に行われていることは、市民の鑑
賞・創作意欲向上のために非常に有益で
あると思います。

Ｂ ビジターサービスの質の向上が図られて
います。

３
 
施
設
の

　
　
運
営
事
業
②

国際的発信力と一般性を兼ね備えた素晴
らしいプログラム。目標入場者数と実数
の若干のブレは、この場合問題とするに
あたらない範囲。

Ａ

コレクションは美術館の心臓であり筋肉
である。日本の公立美術館には残念なが
ら未だにこの部分が未熟な館も散見され
るが、この点横浜美術館は充実した作品
コレクションによって、様々な角度から
大・小の企画を構成できるという幸運に
恵まれている。今後とも優れた学芸員の
方たちによる、意欲的な企画を継続され
ることを期待します。

２
 
事
業
②

Ｂ

Ｂ
コレクション展を通して、本館所蔵コレ
クションンの特徴が、来館者を始めとす
る市民に浸透しつつあるように思いま
す。

Ａ

２
 
事
業
③

３
 
施
設
の

　
　
運
営
事
業
①

Ａ

３項目とも着実な実践の成果が読み取れ
る。一部企画展で、来館者数が目標に達
しないものもあったが、目標の80％を越
えていること、企画内容に対する評価が
高いことを考慮すれば、そのことだけで
当該目標に対する評価を「C.改善の必要
有」とする必要性は認められない。むし
ろ、その企画内容に重点をおいてA評価と
した。
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丸山委員長 高橋委員 西田委員 吉本委員村井委員
評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

Ｂ Ｂ Ｂ 適切に人員計画が履行されています。 Ａ

利用者層の拡大を図るため、人員を強化
し、成果を上げている点を評価する。
また、「専門性を発揮できる組織」に成
長しつつあることから、今後に期待し、A
とする。

Ｂ

評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考 評価 備考

Ｂ

企画展が目標入館者数に達しなかったた
めに、事業収入減となったが、途中で事
業費の配分を再検討し、最終的には黒字
となるよう、マネジメント／経営管理で
きた点は評価したい。

Ｂ

「政策協働による指定管理を推進」する
あり方については、政策協働型をとって
いない指定管理施設と同じ評価基準、同
じフォーマットを使うことに疑問を感じ
ている。独自の基準・フォーマットを検
討してほしい。その際、横浜市側の自己
評価・外部評価の欄もぜひ設けてほし
い。

Ｂ 適正に実施されていると思う。

Ｂ
収支は黒字になっていますが、将来的展望に立って、自主財
源の確保は必要不可欠であり、企業のみならず、市民による
ファンド等、将来にむけて経営基盤強化の仕組みづくりの模
索も期待したい。

Ｂ

Ｂ

ＢＢ 目標水準が適切に達成できています。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

５
 
収
支
計
画

６
 
人
員
計
画

7
 
留
意
事
項

４
 
そ
の
他
の
業
務

Ｂ
横浜市の文化政策との緊密な連携が、政
策協働による指定管理の特色であると思
います。そうした特色をさらに鮮明にす
る余地はあると思います。
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