
平成２７年度　横浜みなとみらいホール  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 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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

(1) 施設が持つ機能を 大限に活か
し、日本を代表するホールとして、
また都市の活性化及び魅力づくりに
寄与する施設として、総合力ある経
営を行います。

横浜市の文化政策
を実現化するた
め、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
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。

ア）組織内連携の取組
と経営強化
イ）財団全体での総合
力発揮の取組み
ウ）社会的協働・連携
による取組み

ア）組織内連携と経営強化
●組織体制を強化します。
□適切な人員配置

イ）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
します。

ウ）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・
連携に取り組みます。
□教育機関との協働・連携企画7団体以上
□地元オーケストラ団体との協働・連携企画　1
件以上

（イ）8/20　ヤング・アメリカ
ンズ（1,265人）
（ウ）社会人による職場体
験研修の受入：麻生養護
学校教諭1名

（イ）9/ 5　ﾀﾞﾝｽ ﾀﾞﾝｽ ﾀﾞﾝｽ
ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ　ケロポンズ
（1,240人）
9/11　ニーナ・アナニアシ
ヴィリ
（2,172人）

(ウ）横浜市立東山田中学
校職業体験受入（2名）

(ウ）12/12 昭和音楽大学
連携公演「メサイア」(770
名）

(ウ）フェリス女学院大学イ
ンターンシップ受入（2名）

(2) みなとみらい21地区及び都心部
の活性化及び都市の魅力づくりに寄
与します。

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
るよう努める。

ア）「ホールのある
街」戦略
イ）ビフォア・アフ
ターコンベンション対
応の充実
ウ）文化施設連携事業
の展開
エ）商業連携の推進
オ）当日参加可能事業
の情報発信
カ）パブリシティの強
化

ア）「ホールのある街」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の活用
・世話人会への参加情報交換　毎月1回
・ホールへ呼び込むプログラムの提案
イ）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
□コンベンションの一環としての利用促進：年1
回誘致
ウ）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
エ）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
オ）ツイッターでの発信
□年間200ツイート
カ）パブリシティの強化
※詳細は下記３－（３）「プロモーションの充
実について」を参照

ア）
□
□MMCC世話人会4/18

エ）
□4/17、4/24　みなとみら
い21「かもめスクール」の
パイプオルガン講座実施

オ）ツイート16、リツイート
62

ア）
□
□

イ）
5/15MICE事業として大
ホールでの演奏会とあわ
せて実施

エ）原鉄道模型博物館へ
訪問、情報交換

オ）ツイート20、リツイート
78

ア）
□・ポスティング＆チラシ
ラックメンテナンス：6/4,に
1か所、6/10に1か所
・紅葉坂エリアの宮崎町自
治体町内会議に参加
□MMCC世話人会6/3、神
奈川フィルと連携しレセプ
ションルームでイベント実
施

オ）ツイート5、リツイート13

ア）
□
□MMCC世話人会7/30

オ）ツイート11、リツイート
26

ア）
□MM地区内マンション自
治会との意見交換・依頼
8/25
□MMCC世話人会8/20

オ）ツイート26、リツイート
208

ア）
□・ポスティング＆チラシ
ラックメンテナンス：9/4に2
か所
□MMCC世話人会9/29

オ）ツイート12、リツイート
52

ア）
□・ポスティング＆チラシ
ラックメンテナンス：
10/20,22に1か所ずつ
・10/4MM地区内4マンショ
ン共同「第6回みなとみら
い秋まつり」への協賛
□

（ウ）10/4オルガンツアー
（ミューザ川崎→県民ホー
ル→当ホール）　26名

（エ）10/11　クイーンズス
クエアクリスマスツリー用
オルガンBGM録音セッショ
ン実施

オ）ツイート65、リツイート
136

ア）
□・11/10,18開催公演で
のマンションとの販促キャ
ンペーン
□・MMCC世話人会11/25
・「グレートアーテイスト
Vol.3山本直純」での販促
コラボ

イ）
・11-2月秘密の想い出プ
ランに参加。11/25 参加3
名

ウ）11/21　日韓国交正常
化50周年記念　横浜能楽
堂・横浜みなとみらいホー
ル提携公演　日韓伝統音
楽祭（815名）

エ）11/13・11/20　クイーン
ズサークルにてみなとみら
いスーパービッグバンドコ
ンサート

オ）ツイート15、リツイート
34

ア）
□・ポスティング＆チラシ
ラックメンテナンス：12/4に
2か所
□MMCC世話人会

ウ）
・横浜美術館、横浜能楽
堂との連携事業：12/8,12
横浜美術館学芸員による
レクチャー＆展覧会鑑賞

エ）12/16街コン企画実施
32名参加（クリスマスパイ
プオルガンコンサート）

オ）ツイート7、リツイート50

ア）
□・ポスティング＆チラシ
ラックメンテナンス：1/30に
2か所
□MMCC世話人会1/20

イ）
・11-2月秘密の想い出プ
ランに参加。1/8 参加3名

オ）ツイート11、リツイート
18

ア）
□・2/10開催公演でのマ
ンションとの販促事業

イ）
・11-2月秘密の想い出プ
ランに参加。2/24 参加1名

オ）ツイート3、リツイート6

ア）
□・ポスティング＆チラシ
ラックメンテナンス：3/8に2
か所
ア）
・3/14開催公演でのマン
ションとの販促キャンペー
ン
□MMCC世話人会3/25、
レセプションルームで開催

オ）ツイート14、リツイート
82

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

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

横浜アーツフェスティ
バル（ダンス）開催の
年にあたり；

（ア）世界的に評価の
高い公演、（イ）ダン
スの年にあわせた横浜
オリジナルのダンスコ
ラボレーション事業、
を展開。横浜からの発
信事業におり横浜の都
市ブランド向上に寄与
する。

（ア）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」
　●「ＮＨＫ交響楽団横浜定期（トゥガン・ソ
ヒエフ」）
　□顧客満足度　　80％以上
　□合計入場者数　　3,000人以上

（イ）横浜芸術アクション事業
　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
　□顧客満足度　　80％以上
　□合計入場者数　4,000人以上

（ア）11/3 イルジー・ビェロ
フラーヴェク指揮チェコ・
フィルハーモニー管弦楽団
（1930名）

(イ）11/10日本フィル
（514名）
(イ）11/21日韓日韓伝統
音楽祭　（815名）
(イ）11/29熱帯JAZZ楽団
（915名）

（ア）1/23 NHK交響楽団
2016横浜定期演奏会
（1870名）

（イ）3/14横浜芸術アクショ
ン事業　石田泰尚「兵士の
物語」（840名）

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

（ア）多様な音楽ジャ
ンルに触れていただけ
る事業ラインナップを
揃え、他ジャンルの
ファン層が来館する
きっかけを作り、横浜
みなとみらいホールの
顧客層につなげる。

（イ）定期的に開催さ
れる低料金の事業シ
リーズを展開して、ク
ラシック音楽鑑賞者層
を戦略的に育てる。

（ア）多様な音楽ジャンルイベント
　●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
　□顧客満足度　　80％
　□合計入場者数　9,000人

（イ）鑑賞者育成のための入門事業（定期的な
低料金コンサート）
  ●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
□顧客満足度　　80％
□合計入場者数　18,800人

(イ）4/17 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.66（882名）

(イ）4/22 第191回オルガ
ン・1ドルコンサート（1159
名）
(イ）4/22 夜も1ドルコン
サート第6弾（421名）

(イ）4/16 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　「みん
な集まれっ！おんがくひろ
ば♪～うたのお兄さんが
やってくる！～」（174名）

（ア）5/5 こどもの日コン
サート2015（2回合計2522
名）

(イ）5/27 第192回オルガ
ン・1ドルコンサート（1198
名）

(イ）5/29 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.67（1280名）

(イ）6/15 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　「みん
な集まれっ！おんがくひろ
ば♪ミュージックベル＆マ
リンバ＆パーカッション♪」
（157名）

(イ）6/17 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.68（小ホール：835名）

(イ）6/24 第193回オルガ
ン・1ドルコンサート（1215
名）

(イ）7/22 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.69（1442名）

（ア）8/19-21　ヤングアメ
リカンズワークショップ＆
ショー　(300人)
(イ）8/14 第194回オルガ
ン・1ドルコンサート（1695
名）
(イ）8/26 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.70（1188名）

(イ）9/16 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　「みん
な集まれっ！おんがくひろ
ば♪～うたとピアノのコン
サート～（152名）

(イ）9/25 第195回オルガ
ン・1ドルコンサート（925
名）

（ア） 10/4横浜芸術アク
ション事業　ファイナルシン
フォニーⅡbyロンドン交響
楽団（2回公演、3684名）

(イ）10/28 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.71（1253名）

(イ）11/24 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　みんな
集まれっ！おんがくひろば
♪～作曲であそぼう、絵本
で読み聞かせ～（135名）

(イ）11/25  第196回オル
ガン・1ドルコンサート（963
名）
(イ）11/25　 夜も1ドルコン
サート第7弾（432名）

(イ）11/26 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.72 （1430名）

（ア）ジルヴェスターコン
サート2015～2016（1855
人）

（ア）12/31 モルゴーア・
クァルテット　ショスタコー
ヴィチ弦楽四重奏曲全15
曲演奏会（397名）

(イ）12/16クリスマス・パイ
プオルガン・コンサート
（1347名）

(イ）12/21 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.73(小ホール,812名）

(イ）1/8  第197回オルガ
ン・1ドルコンサート（1077
名）

(イ）2/10～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.74　(1252名）
(イ）2/23 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　「みん
な集まれっ！おんがくひろ
ば♪～音で感じる四季い
ろいろ～」（127名）
(イ）2/24  第198回オルガ
ン・1ドルコンサート（1227
名）
(イ）2/24 夜も1ドルコン
サート第8弾（397名）

（ア）3/11-12 デーモン閣
下の邦楽維新
Collaboration（790名）

(イ）3/4 ～名曲を楽しむ午
後のひととき～みなとみら
いクラシック・クルーズ
Vol.75（959名）
(イ）3/23 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　「みん
な集まれっ！おんがくひろ
ば♪～エレクトリック・ハー
プ～（134名）

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ホール独自の企画に
よって、新たなる創造
の場・創作拠点とな
り、国内外から注目を
集めるホールとなる。

②国内のホールにも企
画を巡回させ、横浜み
なとみらいホールの名
を発信する。

（ア）小ホールオペラシリーズの開催
●「コジ・ファン・トゥッテ」
□顧客満足度　80％
□総入場者数　600人

（イ）②現代作曲家シリーズの開始亜
●「Just Composed 2016」
□入場者数　250人

（ウ）「オルガン・シリーズ」の開催
●他施設との連携事業の実施
□１回

（ア）4/3、4/4小ホールオ
ペラシリーズ　気軽にオペ
ラ！　コジ・ファン・トゥッテ
（642名）

（ウ）5/1 オルガン・リサイ
タルシリーズ38「いにしえ
から受け継ぐ音・未来へ放
つ光」（414名）

（ウ）10/4オルガンツアー
（ミューザ川崎→県民ホー
ル→当ホール）　26名

（ウ）10/31ベルナール・
フォクルール オルガンリサ
イタル（910名）ミューザ川
崎との連携

（ウ）1/29 「今井奈緒子オ
ルガン・リサイタル（506
名）

(イ）3/13 Just Composed in
Yokohama 2016関連セミナー
白石美雪によるJust
Composed の楽しみ方（11
名）

(イ）3/20 Just Composed in
Yokohama 2016（123名）

「横浜芸術アク
ション事業」を実
施する

①ダンスとのコラボ
レーション事業
②世界的なオーケスト
ラの優良なもの
③今後の市場が見込ま
れるゲーム音楽
等の、様々な目配りを
した事業ラインナップ
で、横浜の都市ブラン
ド向上に寄与する。

〔ダンスとのコラボレーション事業〕
●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
〔世界的なオーケストラ〕
●ビエロフラーヴェク指揮チェコフィル
〔今後の市場が見込まれるゲーム音楽〕
●ロンドン交響楽団
〔その他〕
●熱帯JAZZ楽団
●こどもの日コンサート
●ヤング・アメリカンズ・ショー

□顧客満足度　80％
□合計入場者数12,450人

5/5 こどもの日コンサート
2015（2回合計2522名）

8/19-21　ヤングアメリカン
ズワークショップ＆ショー
(300人)

9/5 ダンス ダンス ダンス
ファミリーコンサート　ケロ
ポンズとうたって遊ぼ！お
どって遊ぼ！(2回公演、
1240名）

9/11 みなとみらいクラシッ
ク・クルーズ特別公演
ニーナ・アナニアシヴィリ
瀕死の白鳥inコンサート(2
回公演、2172名）

10/4横浜芸術アクション事
業　ファイナルシンフォ
ニーⅡbyロンドン交響楽団
（2回公演、3684名）

11/3 イルジー・ビェロフ
ラーヴェク指揮チェコ・フィ
ルハーモニー管弦楽団
（1930名）
11/10　グレート・アーティ
スト・シリーズVol.3　山本
直純 （514名）
11/21日韓伝統音楽祭
（815名）
11/29熱帯JAZZ楽団
（915名）

3/14横浜芸術アクション事業
石田泰尚「兵士の物語」（840
名）

目標項目 完了

(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。

(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。

（1／5）



平成２７年度　横浜みなとみらいホール  第２期　指定管理者業務計画完了確認表  　

（ア）演奏会への出演
小ホールオペラや「みなクル」「みんな集ま
れ！」等への積極的な登用
□若手歌手/演奏家登用　10人

（イ）現代の作曲家育成
●Just Composed 開催
●関連プレトーク開催
□若手作曲家登用
□若手演奏家1名

（ア）4/3、4/4小ホールオ
ペラシリーズ　気軽にオペ
ラ！　コジ・ファン・トゥッテ
（若手歌手2名）

（ア）5/1 オルガン・リサイ
タルシリーズ38「いにしえ
から受け継ぐ音・未来へ放
つ光」（若手演奏家10名・
作曲委嘱1名）

(イ）6/17 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.68（若手演奏家2名）

(ア）8/26 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.70（若手演奏家3名）

(ア）10/28 ～名曲を楽し
む午後のひととき～みなと
みらいクラシック・クルーズ
Vol.71（若手演奏家1名）

(ア）12/21 ～名曲を楽し
む午後のひととき～みなと
みらいクラシック・クルーズ
Vol.73(若手演奏家1名）

(ア）2/10 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.74(若手演奏家1名）

(イ）3/20 Just Composed in
Yokohama 2016（若手演奏家
5名・作曲委嘱2名）

（ウ）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」
□「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

（エ）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
□オルガニスト・インターン１名育成
□年間を通じて10名の起用

（オ）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
□若手ピアニスト４名の起用

（ウ）5/3-5&17金の卵を探
しています　予選&本線
オーディション（エントリー
ﾋﾟｱﾉ部門25名＋ｳﾞｧｲｵﾘﾝ
39名、入場者408名）
（エ）5/1 オルガン・リサイ
タルシリーズ38「いにしえ
から受け継ぐ音・未来へ放
つ光」（インターン修了生
10名起用）
（エ）5/27 第192回オルガ
ン・1ドルコンサート（小野
田未奈の起用）

（ウ）6/14 第26回ハマの
JACK演奏会　金の卵見つ
けました（出演7名、入場
者408名）

（ウ）7/1 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム「NHK交
響楽団クラリネット奏者・
加藤明久氏による2015年
度全日本吹奏楽コンクー
ル課題曲　公開クリニッ
ク」（3校参加、聴講者171
名）

（オ）11-6-7 第34回横浜
市招待国際ピアノ演奏会
及び関連イベント（全3公
演、3事業）　若手ピアニス
ト出演4名、事業参加者計
664名
(ウ)横浜銀行Presents こ
ども未来ミュージック・プロ
グラム「オルガン弾いてみ
よう」（参加者40名）
（ウ）11/29 みなとみらい
Super Big Band公演（出演
34人・392名）

(エ）2/23 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　「みん
な集まれっ！おんがくひろ
ば♪～音で感じる四季い
ろいろ～」（大山智子の起
用）

芸術家や音楽と市
民をつなぐ人材の
育成に取組む。

市民が鑑賞行為以外の
さまざまな形での音楽
文化との関わりを通
じ、積極的に芸術とコ
ンタクトし合う気風を
醸成し、音楽文化の定
着をより強固にする。
市民の方々が芸術家と
市民をつなぐ「コー
ディネーター」とな
り、活躍する土壌を作
る。

（ア）「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
□プロデュース事業年間3回
□合計入場者数　300人以上

（イ）音楽大学、NPO、地域企業との連携事業の
実施
□定型事業　6事業

（イ）ゴールデンウェーブ
（ＮＰＯゴールデンウェーブ
提携）

（イ）8/13-17　夏休み み
なとみらい わくわく遊音地
2015（ＮＰＯハマのＪＡＣ
Ｋ、玉川大学、ＮＰＯ横浜
シティオペラ提携）
（イ）8/19-21　ヤングアメ
リカンズワークショップ＆
ショー（ＮＰＯじぶん未来ク
ラブ提携）

（ア）11/25 横浜美術館提
携コンサートＡｕｒａプレコン
サート（①230名②90名）

（ア）12/25 月についての
尽きないお話（200名）
（イ）12/2　トリオリベルタ
（公益財団法人ドナルド・
マクドナルド・ハウス・チャ
リティーズ・ジャパン提携）
（イ）12/12メサイア公演
（昭和音楽大学提携）

（イ）2/10 ～名曲を楽しむ
午後のひととき～みなとみ
らいクラシック・クルーズ
Vol.74(昭和音楽大学提
携）

（ア）3/27サンデー・モーニン
グ・コンサート（74名）

(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。

子ども対象の音楽
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、障害のある
子どもや介助を必
要とする子どもな
どへの取り組みを
行う。

15年取り組んできた子
ども対象事業につい
て、今後10年の展開も
視野に入れて、事業を
再編しつつ、活性化さ
せる。

（ア）夏の時期の家族向けフェスティバルの再
編
●みなとみらいわくわく遊音地（3日間）
□入場者数　6,000人
□顧客満足度　80％

（イ）気軽に参加できる事業の開催
●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
□入場者数3000人

（ウ）障がいのある子ども事業
●盲特別支援学校との提携事業
□年間2回開催

（エ）音楽専科教員向け音楽講座の開催
●Music Teachers Projectの開催
□2回開催

（ウ）6/9 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム「横浜市
立盲特別支援学校オルガ
ン体験ワークショップ（中
等部編） (35名）

（ウ）7/14 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム「横浜市
立盲特別支援学校オルガ
ン体験ワークショップ（小
学部編） （17名）

（ア）8/13-17　夏休み み
なとみらい わくわく遊音地
2015（全21事業、6454名）

（ア）8/14 （第194回）オル
ガン・1ドルコンサート
（1695名：再掲）　「夏休み
みなとみらい　わくわく遊
音地2015　横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム　こども
オルガン・1ドルコンサー
ト」

（イ）9/1-30 心の教育ふ
れあいコンサート（5日間：
16611名）

（イ）10/5-15 心の教育ふ
れあいコンサート（5日間：
17393名）

（イ）11/18 横浜銀行
Presents こども未来ミュー
ジック・プログラム
0歳からのオルガン・コン
サート　(全2回公演、2439
人）

（エ）2/25　Music
Teachers Project 声楽＆
パイプオルガン　ワーク
ショップ（1日で2企画開催
12名）

(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。

アコースティックな楽
器をテーマとして、
様々な楽器の多様なア
ウトリーチ事業を展開
し、ノウハウを蓄積し
ていきつつ、音楽に触
れにくい地域の方々に
音楽文化の魅力を直接
伝え、地域への愛着を
育てる。

（ア）アウトリーチ事業
□小学校向けアウトリーチ事業　3校
□障がい者施設向けアウトリーチ事業　1施設
□病院・福祉施設等　1施設

（イ）商店街のイベント広場等でのアウトリー
チ
○クイーンズサークル
○Mark　Is
○中華街
□年間4回以上開催

（ウ）「街の音楽院」等レクチャーコンサート
開催
□街の音楽院　3回開催
□その他レクチャー（コンサート）　3回開催
□総入場者数　250人

イ）
4/16 横浜みなとみらい
ホール×マリンタワー
うたのお兄さんが登場（55
名）

ウ）
6/27 Music　Studio　横浜
みなとみらいホールがお
届けする“街の音楽院”
国別紹介　スペイン（36
名）

イ）
8/25横浜マリンタワー×
横浜みなとみらいホール
共同企画「金の卵見つけ
ました」出張コンサート in
横浜マリンタワー（57名）

ア）
10/8-9　横浜市立錦台中
学校ｱｳﾄﾘｰﾁ
10/14,21,27　横浜市立白
根小学校ｱｳﾄﾘｰﾁ
10/23,30　横浜市立青葉
台小学校ｱｳﾄﾘｰﾁ
10/30　横浜市立浦島小
学校ｱｳﾄﾘｰﾁ
ウ）
10/17 Music　Studio　横
浜みなとみらいホールが
お届けする“街の音楽院”
作曲家特集　ブラームス
（34名）

ア）
11/6　横浜市立青葉台小
学校ｱｳﾄﾘｰﾁ
11/18,20　横浜市立浦島
小学校ｱｳﾄﾘｰﾁ
ウ）
第34回横浜市招待国際ピ
アノ演奏会関連イベント
11/6「ジャン＝クロード・ペ
ヌティエ氏による公開マス
タークラス」と「夢はピアニ
スト！～出演者と子どもた
ちの交流会～」
（94名）
11/7「特別レクチャー　バ
ロック舞曲への誘い」（37
名）

イ）
12/19　ベイホテル東急ｱｳ
ﾄﾘｰﾁ
12/23　「トゥーランドット」ｱ
ｳﾄﾘｰﾁ

ア）
1/12　横浜市立城郷小学
校ｱｳﾄﾘｰﾁ
イ）
1/8　ベイホテル東急「カ
フェ・トスカ」ｱｳﾄﾘｰﾁ

ウ）
Music　Studio　横浜みなと
みらいホールがお届けす
る“街の音楽院”
2/20　ピアノ音楽の歴史
（41名）
2/25　声楽ワークショップ
（61名）

ア）
3/18　障がい者施設「創
造空間にし」アウトリーチ
3/25　病院施設「けいゆう
病院」アウトリーチ
ウ）
3/13　白石美雪による
Just Composed 2016の楽
しみ方（11名）
3/13　Music　Studio　横浜
みなとみらいホールがお
届けする“街の音楽院”
ライブラリアン（22名）

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。

主催公演の写真・映
像・音声の記録化を実
施する。
記録化した情報の活用
方法をwebでの発信を
中心に検討する。

□主催公演の写真記録　100％
□主催公演の映像記録　50％
□主催公演の音声記録　70％

★主催公演の記録
クラシッククルーズ「こうも
り」
動画公開

★主催公演の記録 ★主催公演の記録
★主催公演の記録
小ホールオペラ「コジ・ファ
ン・トゥッテ」動画公開

★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録
★主催公演の記録
「クリスマス歌合戦」動画
公開

★主催公演の記録 ★主催公演の記録 ★主催公演の記録

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」などの
講演イベント企画の中
で市民の音楽活動に資
するような講演会を実
施する。

●実施するレクチャー等の半数程度を市民音楽
活動に役立つ内容とする。
□上記内容を満たす講演会等　3回

★NHK文化センターとの連
携講座

★　6/10,17,24　かもめス
クール

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

柔軟に対応し、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。

市民の創作活動・発表
の場として広く認知

●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、利用促進を図ります。
□年2回開催

★5/15 MICE事業者向け
の演奏付説明会

★6/3 MMcc向け川瀬健
太郎トークイベント(46人)

★10/1 コンベンション事
業者向け演奏付説明会

★12/16横浜そごうとの大
ホール公演の販促も兼ね
た「ヨガ＆コンサート」24名
（参加者17名＋講師1名＋
そごう様スタッフ6名）

★3/9横浜みなとみらい
ホール2016年度事業紹介
プレス懇談会30名（プレス
22名、横浜市5名、横浜
アーツフェステイバル実行
委員会2名、財団事務局1
名）

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

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

　・新人研修　採用時2日間、その後2回に分け
て実施
　・フォローアップ研修　採用6か月後1回
　・チーフ研修　年1回
　・コーチャー研修　年1回
　・全体研修　年1回
　・避難訓練　年2回以上

★採用時研修
4/26,27,29,30
（2回に分けず1回で実施）

★コーチャー研修 5/29,31 ★全体研修8/5

★避難訓練コンサート
9/24
（事前避難訓練9/17,22)

★フォローアップ研修
10/18

★避難訓練2/19

※3月中に予定していた
チーフ研修は、対象者が
業務習熟度的に時期尚早
と判断し、次年度以降に実
施予定。

(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。

(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。

(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。

若い音楽家の育成
や支援を取組む。

若手の芸術家を鑑賞事
業への出演や、体験型
ワークショップ講師と
して起用し任せること
で、日本の音楽芸術振
興につながるような芸
術家育成拠点とる。
若手の演奏家としての
活動支援とともに、普
及啓発を担う人材とし
ての成長を支援する。

（2／5）
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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

□利用室
　大ホール：93％
　小ホール：96％
　リハーサル室：65％
　レセプションルーム：25％
　音楽練習室：75％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　46％
レセプションルーム　27％
練習室　75％

★利用率
大ホール　85％
小ホール　100％
リハーサル室　38％
レセプションルーム　22％
練習室　79％

★利用率
大ホール　82％
小ホール　100％
リハーサル室　36％
レセプションルーム　20％
練習室　70％

★利用率
大ホール　96％
小ホール　97％
リハーサル室　59％
レセプションルーム　23％
練習室　95％

★利用率
大ホール　96％
小ホール　100％
リハーサル室　77％
レセプションルーム　21％
練習室　85％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　54％
レセプションルーム　15％
練習室　78％

★利用率
大ホール　97％
小ホール　100％
リハーサル室　53％
レセプションルーム　21％
練習室　88％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　72％
レセプションルーム　52％
練習室　78

★利用率
大ホール　100％
小ホール　97％
リハーサル室　63％
レセプションルーム　30％
練習室　84％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　92％
リハーサル室　56％
レセプションルーム　17％
練習室　86％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　56％
レセプションルーム　40％
練習室　84％

★利用率
大ホール　100％
小ホール　100％
リハーサル室　53％
レセプションルーム　45％
練習室　80％

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
□年10回

○レセプショニストの業務をアピールする機会
の設定
○年１回

★マネージャーミーティン
グ4/10

★マネージャーミーティン
グ5/18

★マネージャーミーティン
グ6/15

★マネージャーミーティン
グ7/16

★マネージャーミーティン
グ9/10

★マネージャーミーティン
グ10/8

★マネージャーミーティン
グ11/16

★マネージャーミーティン
グ1/15

★マネージャーミーティン
グ2/19

★マネージャーミーティン
グ3/23

利用者の妨げとな
らないよう配慮し
た上での可能な限
りな施設見学への
対応。

□ホール利用下見対応　年90件 ★下見対応5件 ★下見対応6件 累計11件 ★下見対応9件 累計20件 ★下見対応5件 累計25件 ★下見対応9件 累計34件
★下見対応12件 累計46
件

★下見対応14件 累計60
件

★下見対応11件 累計71
件

★下見対応4件 累計75件 ★下見対応6件 累計81件 ★下見対応5件 累計86件 ★下見対応件 累計件

ホールの発信性を
高め、音楽文化の
振興に寄与する商
品をショップ等で
販売

●新規取扱い商品の開拓
□新規取扱い商品　4点

●立ち寄りたくなるショップのPR
■公演に適した商品陳列を工夫して行う。

□新規取扱い商品　0点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　1点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　0点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　7点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　　0点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　2点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　　点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　4点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　4点
■大ホール公演にあわせ
たオリジナル商品の開発1
点
■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　2点
（ホールオリジナル　A4ク
リアファイルとチケットファ
イル）
■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　8点

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

□新規取扱い商品　5点
■包装材の製作、ショップ
内装工事、照明新設

■季節・公演に適した商品
陳列の工夫

チケット販売だけ
でないホールチ
ケットセンター

■業務の基準に従い適切に実施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★
！チケットセンターの通信
設備の改善（電話、留守
電、ファックス、クレジット

カードリーダー）

★

【ドリンクコー
ナー】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
きる体制を提供

■業務の基準に従い適切に実施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

託児サービスの提
供

□HP等を活用した託児サービスの周知　年2回以
上

★6/28託児サービス告知
（HP）

★8/12託児サービスの周
知（ツイッター）

★11/12託児サービスの周知（ツイッター）

【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
□首都圏との広報連携
●プレス懇談会実施によるメディアとの強固な
関係構築
□年1回
●各媒体との関係強化・情報発信力アップ
□各媒体への情報掲載　月間70件
●友の会入会キャンペーン実施
□年間1回
●公開リハーサル・ロビーコンサート実施
□合計年間3回
●コンサートカレンダーの発行
□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

□首都圏プロモーション　2
件（4/21日経新聞文化部
訪問、4/30音楽雑誌ｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ）
□情報掲載108件

□首都圏プロモーション　1
件(5/1日経新聞文化部ｲﾝ
ﾀﾋﾞｭｰ)
□情報掲載90件
□5/23 四半期4か月カレ
ンダー：6-9月号

□首都圏プロモーション　5
件（市交通局訪問・情報交
換、6/15朝日新聞文化ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾋﾞｭｰ、6/18音楽
雑誌編集部3誌）
□情報掲載126件
□公開リハ・ロビーコン
サート 3回実施
MMCJロビーコンサート
7/8=60人、7/20=15人、神
奈フィル公開ゲネプロ215
人

□首都圏プロモーション　1
件（7/16音楽雑誌ｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ）
□情報掲載109件

□首都圏プロモーション　0
件
□情報掲載134件
□8/24 四半期4か月カレ
ンダー：9-12月号

□首都圏プロモーション　0
件
□情報掲載155件
□友の会入会キャンペー
ン9/5-11/30。新規会員29
名

□首都圏プロモーション　1
件(10/28音楽雑誌ｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ)
□情報掲載171件
□友の会入会キャンペー
ン9/5-11/30。新規会員48
名

□首都圏プロモーション　3
件（11/28サンケイリビング
田園都市版・東京副都心
版・東京南版に出稿、）
□情報掲載254件
□友の会入会キャンペー
ン9/5-11/30。新規会員69
名
□11/20 四半期4か月カレ
ンダー：12-3月号

□首都圏プロモーション　2
件（12/5配布東京メトロ情
報紙に出稿、12/16ぶらあ
ぼｲﾝﾀﾋﾞｭｰ）
□情報掲載210件

□首都圏プロモーション　0
件
□情報掲載153件
！2016年度3か月カレン
ダーのデザイン及び仕様
の刷新：4者コンペによる

□首都圏プロモーション　0
件
□情報掲載　103件
□公開リハ・ロビーコン
サート
神奈フィル公開ゲネプロ
2/12=254人
□2/22 四半期4か月カレ
ンダー：3-6月号
□2/22 2016年度カレン
ダー
！2016年度年間カレン
ダーの編集レイアウト刷新
による発行

□首都圏プロモーション　4
件(3/14ぶらあぼ訪問、
3/16ぶらあぼｲﾝﾀﾋﾞｭｰ、
3/18雑誌ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ、3/23
読売新聞文化部ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ)
□3/9プレス懇談会の実
施：参加30名（プレス22
名、市5名、その他3名）
□情報掲載　123件

【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。

オウンドメディアの活
用

●WEBサイトの充実
□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
□メールマガジン配信　月1回
●メールマガジン登録者数拡大
□7,000名
●ツイッター運用・活用
□ツイッターでの発信　年間200ツィート
●WEB上の読み物ページ作成
□WEB上の読み物ページ　年4回
●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
□WEB登録者優遇策の導入

□トップ頁アクセス
数:37,122
□メールマガジン配信
4/30
□メールマガジン配信数
（登録者数）6,663
□ツイート16、リツイート62
□4月よりWEB登録者先行
発売日を設定

□トップ頁アクセス
数:41,092
□メールマガジン配信
5/18
□メールマガジン配信数
（登録者数）6,714
□ツイート20、リツイート78
□WEB上読物：5/25パイ
プオルガンルーシーの秘
密に迫る動画制作公開

□トップ頁アクセス
数:24,842
□メールマガジン配信
6/3,30(2回）
□メールマガジン配信数
（登録者数）6,914
□ツイート5、リツイート13

□トップ頁アクセス
数:46,083
□メールマガジン配信
7/30
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,040
□ツイート11、リツイート26

□トップ頁アクセス
数:44,434
□メールマガジン配信
8/28
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,166
□ツイート26、リツイート
208

□トップ頁アクセス
数:44,374
□メールマガジン配信
9/30
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,360
□ツイート12、リツイート52
□WEB上読物：9/10モル
ゴーア・クァルテットへのイ
ンタビュー

□トップ頁アクセス
数:43,943
□メールマガジン配信・号
外10/14,20,27(3回）
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,522
□ツイート65、リツイート
136
□WEB上読物：10/15
Dance Dance Dance事業
の一つケロポンズの公演
を動画で紹介

□トップ頁アクセス
数:47,188
□メールマガジン配信
11/2,号外11/6(全2回）
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,569
□ツイート15、リツイート34

□トップ頁アクセス
数:45,155
□メールマガジン配信
12/2,25(2回）
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,831
□ツイート7、リツイート50
□WEB上読物：12/29・1月
N響定期出演の指揮者が
語る動画

□トップ頁アクセス
数:40,797
□メールマガジン配信
1/29
□メールマガジン配信数
（登録者数）7,993
□ツイート11、リツイート18

□トップ頁アクセス
数:38,069
□メールマガジン配信
2/29
□メールマガジン配信数
（登録者数）8,035
□ツイート3、リツイート6

□トップ頁アクセス
数:37,946(H27年度総計：
491,045)
□メールマガジン配信
3/31
□メールマガジン配信数
（登録者数）8,138
□ツイート14、リツイート
82(H27年度総計：ツィート
205、リツィート765）

(1) 施設の休館日
□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。

4/6、4/20 5/11、5/25 6/8.、6/22 7/6、7/13 8/4-7、8/24 9/7,9/28 10/19 11/16 12/7 1/1-3、1/12、1/25 2/15-17、2/22 3/7、3/22

(2) 施設の開館時
間

□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。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(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。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(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。

(3)プロモーションの充実

※条例の遵守

（3／5）



平成２７年度　横浜みなとみらいホール  第２期　指定管理者業務計画完了確認表  　

４ 施設維持管理 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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

★4/17 QSY管理組合事
務局会議

★ 5/15QSY管理組合事
務局会議

★6/12 QSY管理組合事
務局会議

★7/17 QSY管理組合事
務局会議

8/14★ QSY管理組合事
務局会議

9/11★ QSY管理組合事
務局会議

10/16★ QSY管理組合事
務局会議

11/13★ QSY管理組合事
務局会議

12/11★ QSY管理組合事
務局会議

1/15★ QSY管理組合事
務局会議

2/12★ QSY管理組合事
務局会議

3/11★ QSY管理組合事
務局会議

6/8,22★舞台照明設備保
守点検

7/6★舞台機構保守点検
8/4-6★舞台音響設備保
守点検

9/28★舞台照明設備保守
点検

10/19★舞台照明設備保
守点検

11/16★舞台機構保守点
検

2/22★舞台機構保守点検
2/15-17★舞台音響設備
保守点検

3/7,22★舞台照明設備保
守点検

ウ 環境維持管理
業務

□空気環境測定　年6回
□照度測定　年2回
■ごみ分別の徹底

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

エ　保安警備業務
QSYの一員として、有
人警備が規定されてい
る

□過失事故0件 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

オ　駐車場・搬入
口管理業務

駐車場・搬入口の使用
にあたっては、当該区
域を所有者から借用し
なければならない

□過失事故0件 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

カ　６階屋上庭園
の取り扱い

所有者が異なる。専有
利用。

□植栽の手入れ　年5回
■日々の状況把握

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

キ　防災等

QSY共同防火・防災管
理協議会の一員とし
て、他棟との連携とシ
ステムを維持する

■地域全体での情報共有
□QSY防火防災管理協議会 会議参加　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を
含む年2回以上

9/24避難訓練コンサート
（187名）

ク　緊急時の対応
■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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ケ　有資格者の配
置

複合型施設特有の管理
体制に応じた配置が必
要。

●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
●ボイラー技師
■管理センターに技術者を設定（ボイラー含
む）
●無線従事者
□無線従事者　2名配置
●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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

コ　条例で定める
業務以外で施設を
使用する場合

目的外使用の申請
■条例および規則に基づき、都度適正な手続き
を行う。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

５ 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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

政策経営協議会の
開催

□政策経営協議会の実施　年4回 8/21 第１回政策経営協議
会

11/20　第2回政策経営協
議会

2/9　第3回政策経営協議
会

計画の策定及び業
務報告

●モニタリング実施。
□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。

4/28　モニタリング 6/9　モニタリング 7/7　モニタリング
8/4　モニタリング
8/31　モニタリング

10/6　モニタリング
10/28　モニタリング

1/5　モニタリング 2/2　モニタリング 3/2　モニタリング

業務評価
□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。

8/27　第１回選定評価委
員会

11/4　第2回選定評価委
員会

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の推進
□企業協賛金・助成金獲得　37,625千円

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

12/2　ドナルド・マクドナル
ド・ハウスを支援する　トリ
オ・リベルタ　チャリティコ
ンサート（制作協力）

★ ★ ★

支出(適切な支出
配分、コスト削減
への努力)

光熱費抑制 □電気使用量・冷熱水量25年度使用量維持
電気使用量　104％
温水使用量　111％
冷水使用量　200％

電気使用量　93％
温水使用量　96％
冷水使用量　114％

電気使用量　96％
温水使用量　77％
冷水使用量　80％

電気使用量　94％
温水使用量　90％
冷水使用量　92％

電気使用量　92％
温水使用量　111％
冷水使用量　82％

電気使用量　92％
温水使用量　94％
冷水使用量　76％

電気使用量　95％
温水使用量　77％
冷水使用量　73％

電気使用量　95％
温水使用量　87％
冷水使用量　171％

電気使用量　96％
温水使用量　73％
冷水使用量　118％

電気使用量　96％
温水使用量　73％
冷水使用量　118％

電気使用量　96％
温水使用量　64％
冷水使用量　86％

電気使用量　88％
温水使用量　67％
冷水使用量　73％

６ 組織に関する業務の基準 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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

明確な責任体制の
構築

□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

■各専門性に応じた適正な人員配置
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

・施設：法令に則った
管理を実施。
・設備：日常点検、定
期点検、法定点検等を
行ない性能の維持に努
める。
・舞台設備：定期点検
等を行ない、性能を維
持。
・客席椅子：大、小
ホールの定期点検等を
実施。
・備品：運営に支障を
きたさぬよう、定期点
検、保守点検等によ
り、適切な状態を維
持。

・他棟エリアに設備が
ある、ライフラインや
躯体の所有者が異なる
が機能維持・管理責任
を負う、QSY一体とし
てビル管理が組まれて
いる等、QSY管理組合
や他棟と連携して管理
業務を行う必要があ
る。

●QSY管理組合事務局会議、管理打合せ等に参加
し、周辺との連携を図る。
■会議への参加、必要事項を施設内に周知

●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
■点検・定期整備事項について、年間計画作
成・実施
□客席保守点検：大小ホールとも　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

●設備・舞台スタッフとの小破修繕にかかる情
報交換

(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。

(2) 収支計画

(1) 組織

イ　施設維持管理
業務

(1) 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施
設保全
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(2) 人材の育成の取組み -
①MBOの実施
②独自研修の実施

●MBOによるOJTの積極的な実施。
■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
バックを適切に行う。●ホール独自研修
　レセプショニスト研修 3(1)参照
　職員への個人情報研修 1回
　危機管理訓練 １回
●事務局研修への参加
■事務局研修に積極的に参加できる体制構築。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１　保険及び損害賠償の取扱い

■業務の基準に定められた内容で保険に加入す
る。
■事故発生時には必要な手続きをとり、適正な
取扱いを行う。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

２　法令の遵守と個人情報保護
■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
財団事務局に情報公開
窓口を設置

■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情報共有をはかり、事
故・苦情等は横浜市および財団事務局へ速やか
に都度報告する。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

５　その他
　(1)　適切な認可及び届出等
　(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

☆ ☆ ☆ ☆
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