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横浜みなとみらいホール
第２期指定管理者業務評価表（平成27年度）

基本方針 平成27年度の目標

(1) 音楽文化の発展に貢献するとともに、世界への発
信と交流の促進を図り、国際都市横浜の文化拠点とし
ての役割を果たします

(2) 世界の中で高い評価を得るコンサートホールとし
て、優れた音楽を提供する場であるとともに、伝統を
継承しつつ次代に向けて音楽の創造に取組み、その可
能性を追求します

(3) 音楽と市民をつなぐ場として、鑑賞はもとより、
音楽等に関する創作活動を支援し、すべての市民が音
楽と触れ合う仕組みをつくります

(4) 音楽文化の可能性や文化芸術の持つ社会的な力を
活かし、地域社会に貢献する活動に取り組み多様で豊
かな社会を実現していきます

【事業】
横浜市の「東アジア文化都市」政策や、横浜アーツフェスティバル（ダンス）を見据えて、平成27年度は
「ダンスとのコラボレーション」を軸に多様な演奏会を展開していき、「東アジア文化都市」の定着のため
に尽力します。
また、市民への音楽普及・育成活動を活発化させ、次世代育成事業などを、もう一段進めた事業展開をいた
します。

【運営】
お客様のニーズや利便性を考慮し、ホールの利用促進を図ります。また、稼働率向上が課題である音楽練習
室やレセプションルームのPRも実施します。お客様を第一線でお迎えするレセプショニストの研修を充実さ
せスキルアップを図るとともに、その役割について周知する機会を設けることで、ホールの魅力を伝える一
助とします。翌年度の音祭り開催を念頭に入れ、ソフト面の充実を図って参ります。

【広報】
ホール周辺の地域や企業・他団体、プレス関係等との連携を強化することで、横浜みなとみらいホール全体
のプロモーションを計画的・戦略的に行います。「横浜みなとみらいホールは日本で一番の公共コンサート
ホールである」という誇りを、横浜市民の方々に広く持ってもらえるように努めます。また首都圏からの来
訪率向上のために、市外における認知度も向上できるように取り組みます。ファンドレイジングについて
も、積極的に取り組んでいきます。

【施設維持管理】
安全・安心・快適な施設環境を維持するため、日常点検を通じ、不具合の早期発見に努めます。大規模修繕
に関する協議を横浜市とともに行い、計画の具体化に努めるとともに、予定されている修繕等の進行管理・
調整を各所と連携をはかりながら進めます。危機管理・安全管理については、大規模震災等に備え日常的な
意識の向上と訓練を引き続き重ねて参ります。

Ｂ

　指定管理第2期（平成27-29
年度）の初年度として、市民
が音楽に触れるきっかけとな
るような新たな事業への取組
みと、これまで継続してきた
事業の精査を行い、より質の
高い芸術文化を発信するため
の素地をつくりました。
　また、横浜市が行うダンス
イベント（DANCE DANCE
DANCE ＠Y0KOHAMA）との連携
をはじめ、近隣商業施設や
MICE施設・教育機関・財団専
門施設との連携も展開し、新
規顧客の開拓・拡大にも努め
ました。各業務の精査・拡充
を図り、次年度に開催される
「横浜音祭り2016」におい
て、横浜みなとみらいホール
のプレゼンスを高めるための
足固めを行いました。

Ｂ

　27年度、ホール全体で、こ
れまでの事業や広報手法等の
精査を行い、検討を重ねなが
ら、取り組んできた点を高く
評価します。
　また、各事業の見直しの
他、ＭＩＣＥ施設や近隣企業
等へのホール利用の営業活動
は、新規顧客の開拓、ホール
の認知度向上につながるもの
となります。一つ一つを実現
につなげ、また、リピーター
を生み出す関係性作りに、引
き続き、力を入れて取り組む
ことを期待します。
　施設維持管理では、様々な
不具合が発生する中、日頃か
ら、適切な対応ができていま
す。引き続き、安全性を重視
し、不具合箇所への早期発
見、対応及び市との情報共有
を行って、管理にあたること
を期待します。

Ｂ

  27年度は、事業の見直しに
取り組み、全般的に目標通り
に達成できている点を評価し
ます。また、ダンスとのコラ
ボレーションは、新しい試み
であり成功しています。
　ただし、ホールの独自性や
個性を発揮するためには、自
主事業と貸館のバランスも含
めた事業の選択と集中がまだ
必要です。館の魅力を高める
企画を考案し、更なる顧客開
拓や協賛金獲得につなげてい
ただきたいと考えます。
　中期計画第２期でもある
今、今後のホールの方向性を
打ち出す時期です。みなとみ
らいホールのブランドを形成
し、横浜市民が誇れるような
ホールを目指していただくこ
とを、強く期待しています。

　企画運営アドバイザーをは
じめとする専門人材の充実と
適切な人員配置により、組織
体制を強化しました。
　また、横浜市が開催するダ
ンスイベント「DANCE DANCE
DANCE ＠ YOKOHAMA」との連
携企画や目標値を上回る件数
の教育機関・地元オーケスト
ラとの協働・連携事業を実施
し、音楽文化を通じて地域の
活性化に寄与しました。

Ｂ

　新体制のもと、これまでの
事業を見直し、検討を重ねた
プロセスを評価します。
　「DANCE DANCE DANCE ＠
YOKOHAMA」でも音楽だけに留
まらない連携企画が生まれま
した。
　次世代育成の意義もある教
育機関との連携や、地元オー
ケストラと地域をつなぐ取組
が目標を上回った点を評価し
ます。
　ＮＨＫ交響楽団、日本フィ
ル等、国内主要オケの定期演
奏会や全国レベルのコンクー
ル等の貸館を維持しつつ、年
間を通してバランス良く自主
事業を実施している点を高く
評価します。 Ａ

(1) 自主事業と施設貸出
事業の 適配分を考えた
経営で、ホール機能を
大限に発揮する。

横浜市の文化政策を実現化
するため、ホール経営を統
括する人材を配置するなど
専門人材の充実と適切な配
置による組織体制の強化に
努める。また、横浜みなと
みらいホールが持つ機能を

大限発揮し、音楽文化を
通じて都市活性化に寄与す
ることで、地域社会への貢
献度を高める。

①組織内連携と経営強化
●組織体制を強化する。

②財団全体での総合力発揮
●財団組織・施設と連携し、横浜市が開催するダンス
系フェスティバルの賑わいづくりに寄与する。

③社会的協働・連携による取組み
●教育機関や地元オーケストラ団体との協働・連携に
取組む。

①組織内連携と経営強化
■適切な人材配置

②財団全体での総合力発揮
□ダンスと音楽のコラボレーション事業実施：3公演

③社会的協働・連携による取組み
□教育機関との協働・連携企画：7団体
□オーケストラ団体との協働・連携企画：1件

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。
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２　事業 目標の実践 取組内容 達成指標 　

世界的に評価の高い公演
等、日本を代表するホール
にふさわしい事業を充実さ
せる

①日本を代表するホールにふさわしい事業
（世界的に評価の高い公演を実施）
　●ビエロフラーヴェク指揮チェコフィル（横浜芸術
アクション事業）
　●ＮＨＫ交響楽団横浜定期
（横浜芸術アクション事業としてダンスコラボレー
ション事業を企画実施）
　●熱帯JAZZ楽団
　●日本フィル＋バレエ公演
　●石田泰尚＋ダンス公演
　●民俗舞踊＋邦楽器＋韓国楽器

①日本を代表するホールにふさわしい事業
（世界的に評価の高い公演を実施）
□顧客満足度　　80％
□合計入場者数　3,000人

（横浜芸術アクション事業：ダンスコラボレーショ
ン事業）
□顧客満足度　　80％
□合計入場者数　4000人

個性を発揮し、様々な人に
継続して来館してもらえる
よう、創意工夫を凝らした
公演等を提供する

①創意工夫を凝らした公演
　●ロンドン交響楽団（横浜芸術アクション事業）
　●こどもの日コンサート
　●ヤング・アメリカンズ・ショー
　●デーモン閣下の邦楽維新Collaboration
　●ジルヴェスター・コンサート
②これからの鑑賞者育成のため入門用事業
　●オルガン１ドルコンサート
　●みなとみらいクラシック・クルーズ
　●みんな集まれ！おんがくひろば

①創意工夫を凝らした公演
□顧客満足度　　80％
□合計入場者数　9,000人

②これからの鑑賞者育成のため入門用事業
□顧客満足度　　80％
□合計入場者数　18,800人

独自性の高い事業、国内外
から注目を集めるものを企

画制作する

①独自性の高い事業
横浜みなとみらいホール独自の小ホールオペラシリー
ズ開催
　●「コジ・ファン・トゥッテ」
②現代作曲家シリーズ
　●若手作曲家を起用した「Just Composed2016」
③オルガン・シリーズ
　●オルガンリサイタルなど、他施設との連携事業の
実施

①独自性の高い事業
　「小ホールオペラシリーズ」
　□顧客満足度　80％
　□総入場者数　600人
②現代作曲家シリーズ
　□入場者数　250人
③「オルガン・シリーズ」
　□他都市連携事業　1回

「横浜芸術アクション事
業」の実施

①横浜芸術アクション事業
　●ビエロフラーヴェク指揮チェコフィル
　●熱帯JAZZ楽団
　●日本フィル＋バレエ公演
　●石田泰尚＋ダンス公演
　●民俗舞踊＋邦楽器＋韓国楽器
　●ロンドン交響楽団
　●こどもの日コンサート
　●ヤング・アメリカンズ・ショー

①横浜芸術アクション事業
　□顧客満足度　80％
　□合計入場者数12,450人

　近隣への地道な広報活動を
行いながら、クイーンズスク
エアや近隣ホテルへのアウト
リーチ事業を多数実施し、来
街者に対しても横浜みなとみ
らいホールのアピールを積極
的に実施しました。
　更に横浜市の政策に則り、
MICE施設との連携も始動し、
国際学会のプログラムにパイ
プオルガン演奏を織り込むな
ど、広く「ホールのある街」
が実感できる取組みを展開し
ました。

(1) 市民が多様な音楽に
親しむ機会を提供し、音
楽文化を支える裾野を広
げます

Ｂ

　チェコ・フィルハーモニー
管弦楽団、NHK交響楽団の2公
演は、大変熱のこもった名演
を提供し、目標人数を大きく
上回る集客となりました。
 DANCE DANCE DANCE ＠
YOKOHAMA との提携事業につ
いては、多様な音楽ジャンル
とのコラボレーションを実施
し集客目標を達成しました。
また、ゲーム音楽「ファイナ
ル・ファンタジー」をテーマ
にしたロンドン交響楽団の演
奏会は市外からも多数のお客
様を迎え、若年層に「驚き」
の演奏を提供することが出来
ました。
11月に開催したグレート・
アーティスト・シリーズ「山
本直純」の公演の様子は「音
楽の友」や「音楽現代」に写
真とともに紹介されました。

Ｂ

　多くの事業において目標を
上回った点について高く評価
します。グレート・アーティ
スト・シリーズ等の公演にお
いては、音楽評論誌から高い
評価を得ることができまし
た。また、クラシックとは異
なる分野の楽曲を扱ったロン
ドン交響楽団の演奏会では、
ホールに始めて来館するお客
様に、演奏だけでなく、ホー
ル自体を印象付けることがで
きました。
　一方で目標に達しなかった
事業（横浜芸術アクション事
業としてのダンスコラボレー
ション事業）は、当初の目標
設定の考え方も含めて精査が
必要であり、ターゲット層の
明確化や広報手法の更なる検
討が必要と考えます。

Ｂ

各委員のコメントは別紙参照　

(2) 新たな音楽文化を提
案する、優れた創造・創
作の拠点となります

Ｂ

　オペラを気軽に楽しんでい
ただくコンセプトの小ホール
オペラは、斬新な演出による
発信性の高い公演となりまし
た。
　現代音楽のJustComposedに
ついては話題の作曲家をプロ
デューサーとして迎え、独自
性のある企画構成で開催しま
した。オルガン事業ではオル
ガンを持つ他ホールと連携し
ました。
　横浜芸術アクション事業に
ついても、多彩な公演に多く
のお客様にご来場いただくこ
とができました（顧客満足度
93%、合計入場者数14,355
人）

Ｂ

　小ホールオペラは、顧客満
足度、入場者数共好調でホー
ルとしての独自性を発揮でき
ています。
　毎年、必ず現代音楽作品委
嘱を行っていることは評価し
ますが、集客が難しい公演に
ついても、公共ホールとし
て、現代音楽というジャン
ル、また、作曲家の育成とい
う役割を果たすため、今後も
親和性の高いイベントとの連
携や広報等の工夫を進めるこ
とを期待します。
　横浜芸術アクション事業で
多彩なラインナップを展開す
ることにより、ホールの魅力
アップにもつながっていると
考えられます。

　パシフィコ横浜という大規
模集客が可能な施設の隣とい
う立地に着目し、ホールの特
長であるパイプオルガンや海
の見えるレセプションルーム
という場を活用して、ホール
のプレゼンスを広める取組に
着手している点を評価しま
す。これまでホールに来館さ
れていない層の新規開拓にも
つながる取組であり、今後も
更なる展開を期待します。

(2) 観光振興や創造都市
形成に向けた取り組みに
協力し、魅力ある街づく
りに努める。

周辺の商業施設、専門文化
施設間の連携を一層強化
し、来館者や来街者が
「ホールのある街」を実感
できるよう努めます。

①「ホールのある街」戦略戦略
 ●地域住民へホールや事業のPRを行う。
 ●MMccを活用し、集客や街のにぎわいに貢献する。
②ビフォア・アフターコンベンション対応の充実
 ●近隣施設等の情報を収集し、協力体制を強化する。
③文化施設連携事業の展開
 ●近隣施設等の情報を収集し、協力体制を強化する。
 ●コンベンションの一環としての利用促進
④商業連携の推進
　●近隣商業施設との連携を強化し、地域全体でのに
ぎわいを創出する。
⑤当日参加可能事業の情報発信
　●ツイッターで直前公演情報や当日券有無を発信す
る。
⑥パブリシティの強化
※詳細は６－（３）「プロモーションの充実につい
て」を参照

①「ホールのある街」戦略戦略
□近隣マンション自治会への協力・情報提供
　　マンション内設置のチラシラックのメンテナン
ス　毎月1回
□MMcc世話人会への参加　毎月1回
  ホールへ呼び込むプログラムの提案
□他の専門施設との連携事業提供
　能楽堂、美術館、赤レンガ倉庫1号館との提携

②ビフォア・アフターコンベンション対応の充実
□パシフィコ横浜との情報交換実施：年4回
□コンベンション連携事業の誘致：　年1回

③文化施設連携事業の展開
■横浜能楽堂との提携
■横浜美術館との提携

④商業連携の推進
□クイーンズスクエア等とのイベント協力： 年3回

⑤当日参加可能事業の情報発信
□ツイッターでの発信　　年間200ツイート

Ｂ Ｂ

（2／6）



若い音楽家の育成や支援を
取組む

芸術家や音楽と市民をつな
ぐ人材の育成に取組む ①「コンサートを作ろう」企画修了生

●企画参加修了生が活動を継続する
●年間3回プロデュース事業開催

②音楽大学やNPO法人、地域企業等と提携し、地域とつ
ながった企画運営を行う。

①「コンサートを作ろう」企画修了生
・企画参加修了生が活動を継続
　□合計入場者数　　300人
②音楽大学・NPO・企業との連携事業
　□提携大学　4大学
③NPO法人との連携事業
　□提携事業　６事業

(5) 音楽文化の持つ可能
性、文化芸術の持つ社会
的な力を活かし、地域社
会に貢献します

多様なアウトリーチ等の研
究をし、社会貢献する

①小学校・障がい者施設等へのアウトリーチ事業に積
極的に取り組む。
　●小学校
　●障がい者施設
　●病院・福祉施設等
②商店街のイベント広場等でのアウトリーチを拡充す
る。
　●クイーンズサークル
　●Mark　Is
　●中華街
③「街の音楽院」シリーズ等レクチャーコンサート
　●街の音楽院
　●その他のレクチャー(コンサート)等

①アウトリーチ事業
　□小学校　3校
　□障がい者施設　1施設
　□病院・福祉施設等　1施設
②商店街のイベント広場等でのアウトリーチを拡充
します。
　□年間4回以上開催
③レクチャーコンサート
　□総入場者数　250人
　□街の音楽院　3回開催
　□その他レクチャー等　3回開催

Ｂ

　小学校、中学校、障がい者
施設、病院等、地域社会に貢
献するためにさまざまなアウ
トリーチ事業を実施しまし
た。

□小学校：4校
□中学校：1校
□障がい者施設：1施設
□病院・福祉施設等：1施設

Ｂ

　当初目標以上のアウトリー
チを実施できた点について評
価します。
　市民の方向けの「街の音楽
院」や、より公演を楽しむた
めの講座等、みなとみらい
ホールならではの企画開催に
より、市民の方が音楽をより
深く楽しめる機会の提供につ
いて、今後も期待します。

主催事業の記録化、横浜み
なとみらいホール公演情報
の整理

●公演情報の記録と整理 ■主催公演を記録します。

音楽情報や国内外の芸術家
や機関とのネットワークを
活用し、市民の音楽活動へ
のコーディネーター機能の
発揮

●街の音楽院や自主イベントにまつわる講演会で半数
程度を市民音楽活動に役立つ内容にする。

□年3回実施

(3) 次代を担う芸術家、
音楽と市民をつなぐ人材
を育み、活動の機会を提
供します

(4) 未来を担う子どもた
ちに音楽を知り、学び、
体験することができる機
会を設けます

こども対象の音楽による創
造活動の体験の機会を施設
内外で提供するまた、障が
いのあるこどもや介助を必
要とするこどもなどへの取
り組みを行う

①夏の時期の家族向けフェスティバルを短期集中型に
再編する。
　●みなとみらいわくわく遊音地
　　8月14日～16日に開催
②気軽に参加出来る事業の開催
　●心の教育ふれあいコンサート
　●0歳からのオルガンコンサート
③障がいのある子ども向けにオルガンワークショップ
を実施する。
　●盲特別支援学校との提携事業
④音楽専科教員と連絡体制を整え、希望される音楽講
座を開催する。
　●Music　Teachers　Projectの開催

①フェスティバル再編
　□入場者数　6,000人
　□顧客満足度　80％
②気軽に参加出来る事業の開催
　□入場者数　32,000人
③障がいのある子ども向け事業
　□年間2回開催
④音楽専科教員との音楽講座
　□2回開催

①フェスティバル再編
　夏休みのこども向け事業を
再編し、3日間にイベントを
集中させました。来場者が複
数の公演を1日で楽しめる音
楽のフェスティバルとして開
催。予定を上回る来場者数を
達成しました。
　□入場者数　6,454人
　□顧客満足度　80％
②気軽に参加出来る事業の開
催
　□入場者数　34,883人
③障がいのある子ども向け事
業
　□小学生向け（6/9）と中
学生向け（7/14）
④音楽専科教員との音楽講
　□声楽とオルガン　計2回
開催

Ｂ Ｂ

　子ども対象企画の見直しを
実施し、さらに、目標値を超
える入場者数を獲得した点を
高く評価します。
　一方、ひとつひとつの公演
では、開催時間等、検討の余
地があるものもあり、今後も
ブラッシュアップしていくこ
とを期待します。

　「みなとみらいSuper　Big
Band」や「金の卵」オーディ
ション等、次世代育成の取組
が継続し、活性化している点
を高く評価します。ホールの
顔ともなり得る特色ある事業
であり、今後更なる活性化を
期待します。
　市民団体との連携企画でも
新しい要素を加えたコンサー
ト企画が開催されました。

(6) ホールにおいて蓄積
された音楽に関する情報
やネットワーク、ノウハ
ウを活かし、市民の音楽
活動を支援します

Ｂ

　過去の主催公演の記録動画
をyoutubeで公開するなど、
記録資料の有効活用を行いま
した。

Ｂ

　ホールの取組をWeｂ上で広
くPRできるツールのひとつで
あり、ホールに来館せずと
も、ホールの魅力を知ること
ができる重要な広報手法とな
りえます。今後もコンテンツ
の充実等を期待します。

①若い音楽家の育成や支援
 ●小ホールオペラ、みなとみらいクラシッククルー
ズ、
　 みんな集まれ！おんがくひろばなどへの若手音楽家
の積極的な登用
②現代作曲家シリーズ
 ●Just　Composed開催
 ●関連プレトーク開催
③一流奏者の指導を少年期から体験させる
 ●「みなとみらいSuper　Big　Band」
 ●「オルガン体験弾いてみよう」
 ●「金の卵探しています」
 ●「吹奏楽クリニック」
④オルガニスト育成
 ●オルガニスト・インターンの育成
 ●「みなとみらいルーシーズ」リサイタル
 ●1ドル・コンサートでの修了生起用
⑤ピアニスト育成
 ●第34回横浜市招待国際ピアノ演奏会の開催

①若い音楽家の育成や支援
 □若手歌手/演奏家登用　10人
②現代作曲家シリーズ
 □若手作曲家　1名の登用
③一流奏者の指導を少年期から体験させる
 □「Big　Band」　20人参加
 □「オルガン」　60人参加
 □「金の卵」　50人申し込み
 □「クリニック」　2校の参加
④オルガニスト育成
 □1年をかけて1名の育成
 □年間を通じて　10名の起用

⑤ピアニスト育成
 □若手ピアニスト4名の起用 Ｂ

　さまざまな事業で優れた若
手音楽家・作曲家を事業に登
用し、広く紹介するとともに
成長の機会を提供しました。
また、音楽振興を目的として
活動する団体との連携や、
「コンサートを作ろう」企画
修了生の支援などを通じ、音
楽と市民をつなぐ人材の育成
にも取り組みました。

Ｂ
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３　施設運営 目標の実践 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

柔軟に対応して、市民の創
作活動・発表の場として広
く認知されるように取り組
む

●レセプションルーム利用の見本となるイベントを実
施し、利用促進を図る。

□年2回開催

音楽を楽しむ層の拡大に取
り組む

●近隣施設・企業等のコンベンションの一環としての
貸出を実施する。

□年1回開催

来館者に心地よい適切な環
境が提供され、日本を代表
するコンサートホールに相
応しいと感じられる、質の
高いサービスを安定的に提
供する

●レセプショニスト研修の実施
　・新採用時研修
　・フォローアップ研修
　・チーフ研修
　・コーチャー研修
　・全体研修
　・避難訓練

□レセプショニスト研修
　・採用時2日間、その後2回に分けて実施
　・採用6か月後1回
　・年1回
　・年1回
　・年1回
　・年2回

施設の貸出について、音楽
専門ホールとしての特性を
前提としつつ利用促進に取
組む

●近隣企業への利用促進活動を実施 □近隣企業の顧客向けコンサート：年2件
□利用率　（H25年度は音祭り開催）
　＊大ホール　　　93％（H25実績  97％）
　＊小ホール　　　96％（H25実績  98％）
　＊リハーサル室　65％（H25実績  66％）
　＊レセプションルーム　25％
　　　　　　　　　　（H25実績  25％）
　＊音楽練習室　75％（H25実績  72％）

利用者のニーズ、満足度等
を把握し分析を行い、事業
の企画や運営の改善をする

●レセプショニスト・マネージャーミーティングの実
施
○レセプショニストの業務をアピールする機会の設定

□年10回
○年１回

施設見学の希望に対して
は、利用者の妨げとならな
いよう配慮した上で、可能
な限り対応する

●通常のホール利用下見対応 □通常のホール利用下見対応　年90件

【音楽等に関連する物品等
の販売】横浜みなとみらい
ホールの発信性を高め、音
楽文化の振興に寄与する商
品を揃え、ショップ等で販
売します

●売れ筋の傾向を見極め、新規取扱い商品の開拓
●立ち寄りたくなるショップのPR

□新規取扱い商品　4点
■公演に適した商品陳列を工夫して行う。

【公演に関する問い合わせ
やチケット販売の窓口の提
供】
自主公演、貸館公演問わ
ず、各種の問い合わせや相
談に対し、丁寧で正確に対
応しつつ、公演チケットを
販売する窓口を運営します

●丁寧で正確な対応を実施する。 ■業務の基準に従い適切に実施します。

【飲食の提供】
主催者の求めに応じ、公演
開催時には飲料等の飲食
サービスを提供できる体制
を用意する

●大ホール・小ホールホワイエに設置されているドリ
ンクコーナーにおいて主催者の求めに応じ公演開催時
に飲料等の飲食サービスを提供できる体制を用意す
る。

■業務の基準に従い適切に実施します。

【託児サービスの提供】
託児サービスの提供をする

●HP等を活用した託児サービスの周知 □HP等を活用した託児サービスの周知　年2回以上

Ｂ

　パシフィコ横浜等、大規模
な集客施設の近隣というホー
ルの強みを生かし、利用促進
に向けて働きかけている点を
高く評価します。レセプショ
ンルームを利用いただくこと
は、ホールの認知度を高め、
ホールでの公演の入場者数増
につながるものであり、今後
も更なる広報活動、各種取組
の実現に強く期待します。
　レセプショニスト研修の効
果もあり、ホスピタリティあ
ふれたサービス提供が実現で
きています。

(2) 日本を代表するとと
もに、市民に身近で愛さ
れるコンサートホールと
してのサービスとホスピ
タリティを提供します

(1) 利用者のニーズや利
便性に考慮し、柔軟に対
応することにより、施設
の機能を 大限に発揮し
ます

Ｂ

各委員のコメントは別紙参照

Ｂ

【利用促進】26年度に比べて
複数日にわたる大型利用が減
少したため比較的落ち着いた
利用状況でしたが、大・小
ホール、レセプションルー
ム、音楽練習室で目標数値を
達成しました。これまで稼働
率が課題であったレセプショ
ンルーム・音楽練習室につい
ては、室場別にＰＲ方法を工
夫。レセプションルームは、
ホール利用者への地道なＰＲ
や利用促進のための説明会等
を実施。音楽練習室は、26年
度にＨＰ上で空き情報を公開
し、顧客利便性・ＰＲの向上
に努めた結果、初めて80％を
超える稼働率を達成しまし
た。

【ショップ】
新たに39点の商品を導入しま
した（うち3点はオリジナル
開発商品）。また、「ホール
の宣伝」効果も期待してオリ
ジナル包装材（商品をお入れ
する袋）を製作しました。

【チケットセンター】
　より安心/快適にご利用い
ただけるように、経年劣化が
目立ったチケットセンター内
の通信設備を刷新しました
（留守番機能付き電話への入
れ替え、ICチップ付きカード
リーダー、ファックス複合
機）

Ｂ

　大・小ホールで高い利用率
を維持・運営している点、ま
た、音楽練習室も目標を大き
く上回った点を高く評価しま
す。主催事業ではない貸館公
演もまた、観客、利用者双方
に、ホールを印象づけるもの
であり、今後も適切な調整を
行うことを期待します。
　みなとみらい21地区は、先
進的な企業が集まる地区であ
り、企業の顧客向けコンサー
トは、ホールのプレゼンスを
高める有効な取組です。今後
も、素晴らしい音響のコン
サートホールである魅力を打
ち出し、各種企業等とのつな
がりを深め、利用促進を図る
ことを期待します。
　ショップやチケットセン
ターは、ホールのブランド力
の一翼を担っています。今後
も魅力ある商品展開等の工夫
を期待します。

Ｂ

　レセプションルームでMICE
事業者やコンベンション事業
者向けに演奏つきで利用説明
会を開催し、利用促進を図り
ました。また、みなとみらい
地区で働く方々向けに、神奈
川フィルハーモニー常任指揮
者のトークイベントを開催す
るなど、アーティストと近隣
企業をつなぐとともに、ホー
ルのPRにもつなげました。
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【プロモーションの戦略的
取り組み】
適切な商圏・対象層の設
定、媒体の選択を行い、効
率的・戦略的プロモーショ
ンに取り組む

●首都圏へのプロモーション
●プレス懇談会実施によるメディアとの強固な関係構
築
●各媒体との関係強化・情報発信力アップ
●友の会入会キャンペーン実施
●公開リハーサル・ロビーコンサート実施

●コンサートカレンダーの発行

■首都圏との広報連携
□年1回
□各媒体への情報掲載　月間70件
□年間1回
□公開リハーサル・ロビーコンサート実施　計3回
□コンサートカレンダー　年4回
　年間コンサートカレンダー　年1回

【Webツールを用いた取り組
み】
Webツールを活用し、施設案
内や公演情報だけでなく利
用者が必要とする様々な情
報を、見やすく使いやすい
形で提供する

●WEBサイトの充実
●メールマガジン配信
●メールマガジン登録者数拡大
●ツイッター運用・活用

●WEB上の読み物ページ作成
●チケットセンターWEBでの販売強化を通じた新たな顧
客層の開拓

□トップページアクセス数　年間32万件
□メールマガジン配信　月1回
□メールマガジン登録者　7,000名
□ツイッターでの発信　年間200ツィート
□ツイッターフォロワー　3,300件
□WEB上の読み物ページ　年4回
□WEB登録者優遇策の導入

(1) 施設の休館日 ●保守点検、定期整備、大規模修繕のため、必要な施
設点検日（休館日）を設定する。

□年間29日の休館日を確保しつつ、10～12月のコン
サートシーズンは月1日の休館日とし、柔軟に対応。

(2) 施設の開館時間 ●条例及び規則に基づく設定
●利用者の希望等、延長利用などに柔軟に対応する。

□9：00～22：00
■早朝利用、深夜利用など可能な範囲で対応

(3) 利用料金等 ●条例に基づいた適切な料金徴収 ■条例に基づいた、適切な料金徴収。

(4) 施設利用の貸出業務 ■利用者ニーズに配慮し、条例・規則に基づいた貸
出。
■撮影等の利用にも柔軟に対応。

(5) 貸出に関する留意事項 ■条例・規則に基づいた、設置目的や利用者の安全
に配慮した貸出。

４　施設維持管理 目標の実践 取組内容 達成指標 自己評価
備考

行政評価 備考 外部評価 備考

日本を代表するコンサート
ホールとしての水準を維持
する適切な管理を行います

●パイプオルガンやピアノの定期的メンテナンス実施
●舞台・音響・照明の専門業者に舞台技術を委託
●統括管理・設備管理・清掃管理を専門業者に委託
し、相互の連携をはかる。
●横浜市との連携による大規模修繕計画の策定
●QSY管理組合や横浜市と連動した危機管理の実施
●過失事故の防止

□パイプオルガン　年1回
□コンサートピアノ　年1回
□練習室ピアノ　年12回
□リハーサル室ピアノ　年1回
□楽屋ピアノ　年3回

■設備不具合や要清掃箇所など日々の連携をはかる
とともに、連絡票等での対応チェックを実施。
■統括管理専門業者への委託による専門知識を活用
し、修繕時期の決定、省エネ提案などに反映。
■休館日設定や、予算面などの情報交換を密にはか
り、大規模修繕計画を進る。
□過失事故0件

※施設維持管理業務 ●QSY管理組合事務局会議、管理打合せ等に参加し、周
辺との連携をはかる
●設備関係の点検・定期整備業務
●舞台関係の点検・定期整備業務
●設備・舞台スタッフとの小破修繕にかかる情報交換

■QSY管理組合事務局会議への参加、必要事項を施設
内周知
■年間計画に従った設備関係の点検・定期整備。
□客席定期保守（大ホール）　年2回
□客席定期保守（小ホール）　年2回
□舞台照明定期保守　年3回
□舞台音響定期保守　年2回
□舞台機構定期保守　年3回

※環境維持管理業務 ●法令等に基づき、適正な施設維持管理に努めます空
気環境測定・清掃等の仕様を定めて建築物衛生環境を
維持管理する。

□空気環境測定　年6回
□照度測定　年2回
■ごみ分別の徹底

※保安警備業務 ●業務の基準に基づき保安警備業務を適切に行う。 □過失事故0件

※駐車場・搬入口管理業務 ●業務の基準に基づき駐車場御利用者等の安全確保に
努める。一般歩道に面した搬入口での搬出入には必ず
立ち会う。

□過失事故0件

※６階屋上庭園の取り扱い ●植栽の手入れを、統括管理業者を通じて専門業者に
委託する。
●植栽や屋上の劣化状況を把握し、横浜市と共有す
る。
●劣化が進行しているウッドデッキの安全確認を配慮

□植栽の手入れ　年5回
■日々の状況把握

※防災等 ●業務の基準に基づき、防火防災に努る。 ■QSY防火防災管理協議会に参加し、地域全体での情
報共有する。
□防災管理自主点検　年2回
□防災設備点検　　年1回
□消防訓練・防災訓練
　避難訓練コンサート1回を含む年2回

※緊急時の対応 ●防災マニュアル、危機管理マニュアル
●救急要請、事故報告

■施設内での周知の場を設定
■緊急時の救急要請、事故報告を速やかに行うとと
もに、スタッフへの周知を徹底する。

※電気主任技術者の配置 ●電気主任技術者 ■QSY管理組合の電気主任技術者をもって配置に替え
る※建築物環境衛生管理技術

者の配置
●建築物環境衛生管理技術者 ■管理センターに技術者を配置

※ボイラー技師（２級以
上）の配置

●ボイラー技士(２級以上) ■管理センターに技術者を配置

※甲種防火管理者および防
災管理者の配置

●甲種防火管理者及び防災管理者 □防火・防災管理者　職員1名配置

※無線従事者 ●無線従事者の配置 □無線従事者　2名配置

※条例で定める業務以外で
施設を使用する場合

●条例及び規則に基づき、利用申請について審査し、
適正な手続きを行う。

■条例および規則に基づき、都度適正な手続きを行
う。

(4) 条例の遵守

Ｂ Ｂ

　施設の稼働率が高い中、必
要な修繕を実施するために、
スケジュール調整を行い、休
館日を確保している点を評価
します。

(3) プロモーションの充
実

　他館のベンチマークや利用
者の方のアンケート等を実施
し検討を行い、実践している
点を高く評価します。ホール
の広報戦略の効果検証に基づ
き、効果的なプロモーション
を実施することを期待しま
す。

　各項目について、所定の業
務を適切に実施しました。
　1月には傷や削れなどが目
立つ大ホール舞台床について
実施業者、木工業者、オルガ
ンビルダー等との綿密な事前
調整を踏まえて、開館以来初
めてとなる床の研磨を実施し
ました。

Ｂ

　竣工から年数が経過し、施
設維持管理の対応案件が増加
する中、稼働率の高い施設を
安全に運営、管理していま
す。
　大ホール舞台床研磨につい
ては、パイプオルガン、ホー
ル音響と関係者調整を丁寧に
実施した点を高く評価しま
す。
　今後も、これまで以上に安
全面に留意し、早期発見に努
め、また、市との情報共有を
進めることを期待します。

Ｂ

【効率的・戦略的プロモー
ション】
　当ホールの広報について、
他館訪問調査、友の会会員約
2,300名およびホールスタッ
フ（職員、レセプショニス
ト）へのアンケートを実施
し、その分析を踏まえ、プロ
モーション媒体の取捨選択と
広報媒体の見直し・改訂を行
いました。28年度より新たな
デザインのコンサートカレン
ダーとなります。

Ｂ

Ｂ

各委員のコメントは別紙参照(1) コンサートホールと
して相応しい快適な環境
を維持するとともに、安
全かつ安心して利用でき
るよう施設保全を行いま
す

Ｂ
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５　その他の業務 目標の実践 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

政策経営協議会の開催 横浜市の政策に則した運営 □政策経営協議会の実施　年4回
計画の策定及び業務報告 ●モニタリングを実施する。

●政策経営協議会での協議に基づき、政策や社会情勢
を反映した、効果的に年間業務計画を策定する。

□モニタリング　原則月1回（８月２月を除く）
■モニタリング時の情報交換を密にし、次年度の計
画につなげる。

業務評価 ●PDCAサイクルを徹底し、各評価の結果を政策経営協
議会等で検討し、今後の運営に反映させる。

□自己評価・横浜市評価　年2回
■指定管理者選定評価委員会による外部評価、業務
視察、ヒアリング実施。

収入（収入向上及び外部資
金導入の努力）

●ファンドレイジング活動に取り組む。 □企業協賛金・助成金獲得　37,625千円

支出(適切な支出配分、コス
ト削減への努力)

●管理費の多くを占めている光熱水費を節約し、コス
トの削減につなげる。

□電気使用量・冷熱水量25年度使用量維持

６　組織に関する業務の基準 目標の実践 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

明確な責任体制の構築 ●新たな組織図及びグループ毎の業務分担表作成
●組織内意思決定

□企画運営会議　毎週開催

専門人材の確保と高い専門
性を発揮できる組織

●事業、運営、施設維持管理等施設全体を管理運営す
るために必要な人材と人員を確保し、より高い専門性
を発揮できる組織づくりに努る。

■各専門性に応じた適正な人員配置

(2) 人材の育成の取組み ●MBOによるOJTを積極的に実施し、人材育成のツール
として積極的に活用する。
●ホール独自の研修として、レセプショニスト研修、
職員への個人情報研修、危機管理訓練を実施する。
●事務局が実施する研修に参加する。

■MBOの目標設定、中間・期末評価において、各自の
業務の進行確認を推進し評価のフィードバックを適
切に実施。
■レセプショニスト研修：６（１）参照
　職員への個人情報保護研修　１回
　危機管理訓練　１回
■事務局研修に積極的に参加できる体制を作る。

Ｂ Ｂ

７　留意事項 目標の実践 取組内容 達成指標 自己評価 備考 行政評価 備考 外部評価 備考

(1) 保険及び損害賠償の
取扱い

●施設賠償責任者保険、動産総合保険、レジャーサー
ビス費用保険

■各種保険に加入し、保険対応が必要な案件があっ
た場合は、速やかに対応する。

(2) 法令の遵守と個人情
報保護

●公の施設の管理者として法令を遵守し、適正な個人
情報の取扱いを推進する。

■個人情報取扱いマニュアルの周知徹底
■個人情報チェックリストによる点検実施

(3) 情報公開への積極的
取組

●公の施設の管理者として、説明責任を果たす視点か
ら、情報公開に対し積極的に取組む。

■横浜市、財団事務局との連携をはかり、情報公開
を行います。

(4) 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を密にし、情報を共有す
る。

■政策経営協議会や関係機関との会議はもちろん、
日頃の連携をはかり、報告等すみやかに行います。

Ｂ

政策経営協議会のほか、日々
のモニタリング等で、市との
情報交換を実施し、情報共有
に努めました。

Ｂ

各委員のコメントは別紙参照

(2) 収支計画

Ｂ

【協賛金・助成金】
対象事業の収支が好転したた
め、収支改善分について結果
として文化庁助成金が減額と
なりました。

【光熱費】
引き続き照明/空調等稼働時
間の精査や照明機器のLED化
等、省エネルギーの推進に努
めた結果、電気、冷水、温熱
のいずれも平成25年度実績を
下回る使用量となりました。

Ｂ

　外部資金の獲得は目標に届
きませんでしたが、事業収支
が健常であった点を評価しま
す。自己財源率アップのた
め、引き続き、ファンドレイ
ジングに取り組むことを期待
します。
　光熱水費については、大規
模施設、かつ、利用者にも配
慮しながらも、目標達成をで
きている点を高く評価しま
す。今後も、適切な光熱水費
の節約に努めてください。

Ｂ Ｂ Ｂ

各委員のコメントは別紙参照

(1) 組織

Ｂ Ｂ

Ｂ

各委員のコメントは別紙参照

(1) 政策協働型指定管理
を推進し、横浜市の専門
文化施設として 適な管
理運営を実現します

Ｂ

（6／6）



横浜みなとみらいホール　第二期指定管理者業務評価表（平成27年度分）　 　【別紙】

外部
評価 総括コメント 外部

評価 総括コメント 外部
評価 総括コメント 外部

評価 総括コメント 外部
評価 総括コメント

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

基
本
方
針 B

  環境・立地の面での優位性を活かした運
営が効果を上げつつあるように思います。
事業展開、施設運営、広報活動のそれぞれ
について、横浜市の基本政策や市民が当
ホールに求めるものを考慮した適切な目標
を設定し、着実に遂行することができてい
ると思います。

B

  27年度は、軌道にのってきた継続事業に
加え、横浜アーツフェスティバル関連の事
業が新しい色彩を加えた感があり、全編的
に順調だったと評価します。ただ、4項目
あげられている基本方針の内、だんだんと
明らかになってきたことは、(3)の市民と
の関係、(4)の地域社会との関係の二つ
が、やはり市民ホールとして最も重要だと
いうことです。この2点をこれまで以上に
重視し、工夫を重ね、その結果が(1)の世
界発信や(2)の世界的評価につながるよう
な独自性を確立して欲しいと願っていま
す。

　平成26年度と比較して主催事業全体が盛
り上がりを見せていることを評価致しま
す。
　一方で、基本方針の中にある【世界への
発信】が「東アジア文化都市」定着以外に
は具体的に何があるのか、また【国際都市
横浜の文化拠点として】国内外に発信でき
るコンサートホールとしての具体例をより
明確に示す余地がまだ残されているように
思います。
　運営面では、平成25年度導入の予約シス
テムが本格的に機能し始めていることを嬉
しく思います。近年、海外からの旅行客も
益々増える傾向にあるので、旅行会社など
とのタイアップで横浜市内を訪れる観光客
をターゲットとした聴衆獲得への試みも期
待できるのでは、と感じます。
　広報では企業向けイベントやプレス懇談
会など新しく積極的に活動されていること
が良い風を呼び込んでいるように見受けら
れます。
　ホールの経年が進めば進むほど、行き届
いた施設維持管理の遂行はますます重要度
を増していきますので、「安全・安心な施
設提供」の実現は毎年度、より高く評価さ
れるべき項目と思います。

B

丸山委員長 石田委員 田中委員 中村委員 宮本委員

B

B

  27年度は収支バランスを配慮し、経営面
においての業績を評価します。また、専門
人材の企画運営アドバイザーを迎え、事業
の質の向上に取組んだことを評価します。
  第1期がすぎ第2期の2年度目みなとみら
いホールがどのような方向に進むべきか問
われる時期にさしかかったと思われます。
　国際的な発信事業がまだできてない　そ
の対応を早急にとらなければいけないと考
えているということですが、第2期までに
は、専門人材等を迎え是非この対応に対処
し、世界的に評価の高いホールになること
期待します。

B

【事業】
　横浜市の「東アジア文化都市」政策の定
着のために展開した、横浜アーツフェス
ティバル「ダンスとのコラボレーション」
は、市の企画に同調したもので、ホールの
独自性や長期的事業戦略が展望できませ
ん。横浜市は、各区ホールの指定管理者等
には「市民への音楽普及・育成活動や次世
代育成事業の推進」などの政策意図を明確
に条件提示をし、MMホールには、高次元の
事業を展開させる戦略はないのでしょう
か。
【運営】
　経費節減・施設稼働率の向上などの成果
を評価します。一方、自主運営を目指した
ファンドレイジング戦略や企画セールスな
どの営業努力に期待します。
【広報】
　広報の通常戦略と実施は概ね評価できま
す。しかし、「MMホールに対する市民の誇
りや、ブランドの形成」を目的とした広報
を展開するには、「横浜市の舞台芸術の中
核ホール」という位置付けと「企画意図が
明確な事業展開」が示されることが前提で
はないでしょうか。
【施設維持管理】
　ハード・ソフトともに、大規模改修に向
けた中期戦略・展望、また、職員の勤務や
体制に関する安全確保などへの目配りに期
待します。

１
 

経
営 B

  8月・9月の3公演、神奈川フィルとの連
携企画等、財団の総合力を活かした事業を
展開することにより、横浜市の文化政策の
基本的な方向性に沿った施設運営を推進す
ることができたものと評価できます。
  「ホールのある街」戦略として、MM地区
の居住者・世話人との定期的会合や地域へ
のポスティング、ツイッターでの情報発信
を計画的、継続的に行っており、地域にお
けるホールの存在感を高めることができて
いると思います。

B

  横浜市の開催したダンスフェスティバル
への協賛事業であるダンスと音楽のコラ
ヴォレーション企画は、本年度の出色の内
容であったと思います。特に、横浜芸術ア
クション事業に分類される『ストラヴィン
スキー兵士の物語』は傑出していました。
東京では６月にザハーロフ＆レーピンの共
演が話題になりましたが、遜色ないもの
だったといえましょう。シリーズ化が期待
されます。
　社会的協働・連携への取り組みも順調に
進んでいると思われます。
　近隣への広報活動、ＭＭｃｃ世話人会の
開催、ツィッターでの発信などきめ細かで
地道な活動が評価できます。提言になりま
すが、主催事業としてチラシ・ポスターの
統一感が欲しいと思いますし、地下鉄から
ホールまで、あるいはホール周辺への主催
事業の案内が不足しているようにも思えま
す。横浜市の他の文化施設との連携をもっ
と促進してほしいです。

　ダンスと音楽のコラボレーション事業
ユニークな取組だと思います。
　地域の広報活動に積極的に行っているこ
とは評価しますが、企業の協賛金の獲得に
むけ一層の努力が必要かと思われます。

A

　(1) 自主事業と施設貸出事業の最適配分
を考えた経営で、ホール機能を最大限に発
揮した点を評価します。全国レベルのコン
クール等への貸館などの維持に関しては、
持続可能な仕組みとなる事を期待します。
国内主要オケの定期演奏会については、政
府の「地域振興政策」を見据え、「地方都
市のオーケストラや、東南アジアのオーケ
ストラを招聘」する長期的なフェスティバ
ル等の発信事業を、主体的に展開するな
ど、積極的な検討を期待します。また、全
国的に確かな成果を上げている「オルガン
企画」を中核に、MMホールオリジナル企画
を全国のホールに企画セールスする手法も
ありそうです。
　「少年少女ジャズオーケストラ」に関す
る報告が希薄です。当事業は、いわゆる６
ポケッツ、子供を核とした３世代が関わ
り、将来的には卒業生が協力者になるとい
う長期的な「育成・市民参加事業」として
ポテンシャルが高く、横浜市のイメージに
も合致し、積極的に取り組む事業ではない
でしょうか。
　(2) 「観光振興や創造都市形成に向けた
取り組みに協力し、魅力ある街づくり」に
関しては、コンベンションホールなど近隣
施設営業、連携を評価します。貴財団の美
術館との事業連携も期待します。

A

　財団全体での総合力を発揮された３つの
ダンスイベントの内、クラシック音楽、ク
ラシック・バレエを取り込まれた企画が群
を抜いて最も多い入場者数2,172人を記録
されたことは特筆に値する事と思います。
その他、ツィッターなどのＳＮＳを積極的
に活用されていることも経営効果に繋がっ
てきていると思われます。
　国際学会でのオルガン使用は歓迎される
べきことながら、今後、演奏の質保証の観
点から、国内からは、横浜みなとみらい
ホール・オルガニスト、または横浜みなと
みらいホールで育まれたオルガニスト・イ
ンターン経験者の起用が望まれます。
  昨今の「オリンピック旋風」では、いよ
いよ2020年に向けて選手強化策等、
「億」、「兆」のお金が動いています。ス
ポーツ競技の露出度に負けないように、芸
術活動や芸術家育成プロセスをもっともっ
と一般聴衆に「見せる」努力が必要なのか
もしれません。横浜市芸術文化振興財団の
今後の経営戦略に益々期待を高めます。

＜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。

＜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。
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横浜みなとみらいホール　第二期指定管理者業務評価表（平成27年度分）　 　【別紙】
丸山委員長 石田委員 田中委員 中村委員 宮本委員

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

B

　チェコ・フィルハーモニー、NHK交響楽
団の公演は、クラシックファン層のニーズ
に応えた充実したプログラムであったと思
います。その他の事業においても、目標を
上回る集客という良好な成績を達成できて
います。とくに、ロンドン交響楽団の演奏
会は、ゲーム音楽という新しいジャンルを
扱うものでしたが、若い世代の嗜好を的確
にとらえた内容であり、アピール度は非常
に大きかったと思います。
  独自性の高い事業として、小ホールオペ
ラ、現代作曲家シリーズ、オルガン・シ
リーズは、組み合わせ・実施回数とも、適
切であると思います。ダンスとのコラボ
レーションも特徴的な催しとして評価でき
ます。
  若手音楽家・音楽家志望者に活動の場や
支援を提供する様々なプログラムが持続的
に運営されています。音楽大学やNPO法人
との連携も取り入れられています。
  フェスティバルを短期集中型に再編成し
たことは、合理的な判断であったと思いま
す。
  重要な地域貢献活動であると思います
が、アウトリーチ事業は、事前準備に時間
が必要とされます。「ホールのある街」戦
略と矛盾する面も多少あるのではないで
しょうか。

B

　日本を代表するホールにふさわしい事業
として取り組んだ内容は、充分に入場者数
も満足度も指標に達したことを評価しま
す。ただ、海外オーケストラの招聘は、よ
ほどのテーマをもたなければ文化発信事業
にはなりませんし、東京からの距離を考え
れば、横浜に招くまでの必然性は無いと思
います。もう一工夫必要ではないでしょう
か。その意味でロンドン響公演は子供たち
への良いプレゼントになったと思われま
す。これと並ぶこれからの鑑賞者育成を
テーマとした事業にはこれまで以上の力点
を置いて、継続していただくことを望みま
す。
　小ホールオペラは、入場者数と満足度か
らみて発信性の高い事業になったようで
す。それに比して現代作曲家シリーズが不
振でした。関心をもつ聴衆層が他と異なり
ますから、今後、広報の対象や方法につい
て一考を要すると思います。横浜アクショ
ン事業は、バレエ、ダンス、民俗舞踊が含
まれたことで多彩な内容になりました。
　次世代育成事業は、継続のなかで成果を
上げていると思います。事業の継続だけで
なく、才能ある人材を継続的に育成してい
く支援や登用機会についても継続性を期待
します。
　フェスティバルの再編による家族対象企
画が入場者数と満足度で目標値を大きく上
回る成果をだしたことを高く評価します。
特に、「心の教育ふれあいコンサート」の
目標よりも2,000人増、「わくわく遊音
地」の450人増など、気軽に参加できる企
画に、文字通りたくさんの方々が、気軽に
参加してくれたようです。
　アウトリーチ事業は学校、施設、病院の
ほか商店街をふくめ地域社会に貢献する活
動が展開されたと評価します。街の音楽院
は回数が少ないですし、内容もバラバラの
ようです。改善の余地が大いにありそうで
す。
　ご承知のように、欧米では、オペラ団、
オーケストラ、あるいはホールなどが公演
をネットで世界に発信する時代に入ってい
ます。真に独自性高い主催公演ならば、そ
うしたことも可能です。いわゆる公演だけ
でなく、一流奏者の指導などを独自のコン
テンツとして学校の部活などに提供するこ
とも考えられます。

　横浜市民が多様な音楽に親しむ機会を企
画される中で、市外からの聴衆も多数招致
することに成功され、40代までの年齢層が
９割を占める演奏会の実施は努力の賜物と
思われます。また、夏の子どものための企
画を三日間に集中され、予定以上の入場者
数を確保されたことも高く評価いたしま
す。小学生や障がいを持つ方々へ音楽の機
会提供は未来の横浜に大きく貢献されてい
ると思います。
　ホール主催公演については、宣伝のため
に、１分程度のイメージ・ビデオを事前に
流し、演奏会後には５分程度にまとめた映
像を配信されても良いかもしれません。

　「総花的」にも意義を見出すというご意
見もありますが、基本方針を勘案すれば、
開館20年を目前に気概が感じられません。
　(1)～(6)の課題のうち、(2)新たな音楽
文化の提案、創造・創作、(3)次代の芸術
家等の人材の育成、(5)音楽文化の持つ可
能性等を活かした地域社会貢献、(6)ホー
ルのネットワーク、ノウハウを活かし市民
の音楽活動の支援こそがMMホールの目指す
べき機能で、(1)音楽文化の裾野を広げ
る、(4)子ども達への学び、体験の機会提
供は、各区のホールが実施した関連諸事業
の成果発表の場という位置付けでよいので
はないでしょうか。事業の中核を、「新た
な音楽文化を提案する、優れた創造・創作
の拠点」づくりに収斂することが、知名度
やブランド、市民の誇りや共感の形成につ
ながり、事実上の経費節減になります。こ
れらの事業は、結果的に市民の舞台芸術へ
の水準を向上させ、企業協賛や文化庁等の
公的支援申請においても一目置かれ、大き
な支援を期待できます。現在各地の主要
ホールでも「独自性・独創性・発信性」と
いう点で活力を失っています。
　MMホールは、近隣に国際的なコンベショ
ンホールを擁し、首都圏と隣接し、交通面
においても抜群の立地にあります。目の前
には、横浜ブランドの象徴、近代日本の玄
関口となった由緒ある港を望み、全国でも
類をみない好条件が揃っています。これを
活用し、時代に即した画期的で独創的かつ
革新的な舞台創造芸術事業を考案し、全国
に先駆けて発信する好機ではないでしょう
か。

B

　事業のなかで多くは目標に達成しました
が、目標に達しない事業については検討の
余地があります。何故達成しなかったかを
分析し、目標達成のため、これからの事業
にいかして下さい。
　子供むけ事業（障害者を含む）を増やし
未来の音楽家の育成・この子供達が大人に
なった時　リピーターになるような魅力あ
るホールになることを期待します。

C B

２
 

事
業
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横浜みなとみらいホール　第二期指定管理者業務評価表（平成27年度分）　 　【別紙】
丸山委員長 石田委員 田中委員 中村委員 宮本委員

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考 外部

評価 備考 外部
評価 備考

４
 

施
設
維
持
管
理

B

　独立した建造物ではないため、ホール内
の部分的補修の実施にも制約があるかと思
いますが、定期的なメンテナンスが実施さ
れていると思います。

B

  楽器の定期的メンテナンスなど適切に維
持管理はされていると評価します。近年、
想定外の被害を及ぼす災害が続いていま
す。大ホールは問題ないでしょうが、小
ホールは、エレベーターが使えない場合、
階段が頼りになりますが、比較的高齢の聴
衆が多いようなので、適切な避難計画をお
願いします。

3
　
施
設
運
営

B

　レセプションルームの外部利用が徐々に
進んでいます。利用料金の設定面での制約
はあると思いますが、眺望・立地上のメ
リットを活かしていただきたいと思いま
す。
　MM21地区は、就業人口19万人、居住者数
1万人の計画で街づくりが進められていま
す。平成27年の来街者数は約7,600万人と
前年並みでしたが、就業者数10.2万人、事
業所数1,770社と、順調に発展していま
す。本社を置く企業も増えていることか
ら、近隣企業との連携や就業者をターゲッ
トとした企画がますます重要になると思い
ます。
　Webを利用した各種の取組みにより、プ
ログラムの周知や情報発信が充実してきて
いると思います。

B

　利用促進のための努力を評価します。と
くにみなとみらい地区で働く人々を対象と
した試みは意義深いと思います。また、レ
セプショニスト研修効果が出ていると思い
ます。
　利用状況については目標数値を達成して
おり、立派だと思います。近隣企業の顧客
向けコンサートは目標２件に対し倍増の４
件でした。企業の何らかの記念催事でなけ
れば、毎年、定期的に開催していただける
よう、積極的に働きかけていただきたいと
思います。
　プロモーションに関しては、Ｗｅｂサイ
トの利用が効果を上げているようです。た
だ、全般的には地味な印象です。美術館や
能楽堂などともっと積極的連携を図ったプ
ロモーションが必要かと思います。
  稼働率の高い中、保守点検、定期整備、
大規模修繕のために休館日を確保している
ことを評価します。

　横浜みなとみらいホールのオルガン・メ
ンテナンスの状況は、他のホールのオルガ
ン見学に伺うと、如何に素晴らしいのか
が、より顕著にわかります。保安警備業務
及び駐車場・搬入口管理業務の過失事故件
数ゼロをもって、高い評価とさせて頂きま
す。

　これほどまでにステキなレセプション
ルームがあるのにもかかわらず、利用率は
低いと感じます。ホームページをみて感じ
ましたが、利用の方法等もっと詳細に載せ
ることはできないのでしょうか。

B

　総合的に現状実績を評価します。

B

　レセプショニストの方々の対応はいつも
気持ち良く、とても丁寧です。今後、より
多様な聴衆に対応できるようにバイリンガ
ルな人材も起用されては、と思います。音
楽練習室が８割以上の稼働率になっている
こと、チケットセンターの通信機器が刷新
されたことなどもホールの入場者数を引き
上げる地道な努力であると思います。

B

B

　当初より、ホールの床の損傷が著しいと
感じていました。施設も古くなり、維持管
理することは大変かと思いますが、日本を
代表するホールであるならば、もっと早く
に維持管理しなければいけなかったのでは
ないでしょうか。床の損傷は音にも影響す
ると聞きました。観客の満足度はもちろん
ですが、演奏者の満足度も考えなければい
けないと思いますので、早期の維持管理を
お願いしたいと思います。

B

　一般的にルーティン業務に問題がないの
が基本で、その点で評価します。

A

B

６
 

組
織
に
関
す
る

 
業
務
の
基
準

B

　レセプショニストの果たす役割は大きい
と思います。研修を通して業務の質の向上
に取り組んでいただきたいと思います。

B

  企画運営会議を通して、責任体制を明確
にしたことを評価します。専門人材の確保
については、外部の適切な人材を求めるこ
とも大事ですが、是非、長期展望を以て内
部の人材を専門家として育成する計画の実
践をお願いいたします。

５
　
そ
の
他
の
業
務

B

　全体としては、横浜市の文化政策と連携
した企画・運営が遂行できていると思いま
す。政策協働型指定管理ならではの特色
が、さらに対外的に打ち出されればと思い
ます。

B

  政策経営協議会、年10回の業務報告、モ
ニタリング時の緊密な情報交換など適切と
評価します。収支については、協賛金、助
成金については目標値に至らなかったこと
は残念です。しかし、光熱費の節約で、収
支が好転したことを評価します。

　報告記載内容は平成26年度と変更があり
ませんが、組織内のコミュニケーションが
一層円滑になり、お互いに、よりダイナ
ミックな働きを引き出されているような印
象を受けます。

　外部企業からの収入が年々減少していま
す。新規開拓を成功するには、どのような
営業が必要か考え努力してください。
　光熱費の削減27年度も抑えられているこ
とは評価します。これからも無駄な経費削
減をお願いします。
　利用料金収入が前年より約850万落ち込
んでいます。利用料金収入の増加に努めて
下さい。

B

　「商品になり得る企画」なくして、ファ
ンドレイジングは成立しません。「資金と
企画とどちらが先か」という課題につい
て、資金があるから企画を実施するという
発想はあり得ません。ファンドレイジング
は、まず、資金獲得が可能な力量のある企
画を考案することにあるのではないでしょ
うか。参考までに、アメリカのオーケスト
ラやホール経営では、ファンドレイジング
の専門部署を設け、企画と有機的に連携
し、ジェネラルマネジャー、理事、事務局
組織が一丸となってファンドレイジングに
対応しています。

B

  光熱水費の大幅削減を評価いたします。
今後の多様なファンド・レイジングの結果
にも期待をしたいと思います。

B

　組織力向上のため　より一層の人材の教
育・専門人材の確保に努めて下さい。
　今回危機訓練をいれています。テロ等を
考え年2回以上実施しお客様の安全を守る
為、敏速に行動できるような体制を作って
下さい。

B

　よい労働環境がよい企画を発想し、施設
の安全を確保します。経費節減の名の下
に、職員の労働条件にシワが寄ることがな
い運営と確信します。

A

B B

７
　
留
意
事
項

B B

　目標を達成していると評価します。

B
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