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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 外部評価 総括コメント

【第2期指定管理業務総括】
　大衆芸能の専門施設として、引き続き演芸ファンの期
待に応える自主公演を継続して提供しました。加えて第
2期の5年間は、大衆芸能の豊かな可能性を現代社会
や市民生活に活用していく取組み（アウトリーチ、各種
コーディネート、次世代育成など）にも力を入れました。
　事業収入の低迷を受けて、前半の3年は赤字決算とな
りましたが、業務の効率化と経費の削減、併せて事業収
入の増収を図り。後半の2年は黒字決算となりました。

【第2期指定管理業務総括】
　第２期は、集客と収支面が課題となった期間でした。
　公演事業では、有名会が伸び悩む一方で、独演会等
の企画の充実により集客を補完する状況でした。
　若手育成の面では、にぎわい座小ホールから芸能
ホールへの流れが確立し、初期から支援し続け、若手
から中堅となった演者の活躍等、長い目で関わりながら
人的資産を増やし、ひいては落語演芸文化の振興に繋
げていく形が成果として表れています。
　貸館事業では、目標には到達しなかったものの、前期
までの利用状況が悪かった地下諸室の底上げをしっか
り行っている点は、ホールセールスの一定の成果といえ
ます。
　収支は厳しい状況が続きましたが、全般的なコスト削
減の取組み等により、期間後半では一定の収支健全化
に繋げました。
　第２期から力を入れ始めた取組みとして、福祉系ほか
の団体や学校プログラムなどでアウトリーチに積極的に
取り組むと共に、みなとみらい地区を含めた周辺地域・
他施設・団体との連携による普及活動、本市の文化施
策との連携等、公共施設としての役割を踏まえた幅広い
活動を行うなど、大衆芸能の裾野拡大・魅力発信に向
けたきめ細かい取組により、今後に繋がる成果を上げて
います。

【第2期指定管理業務総括】
　第２期指定管理期間を通じ、大衆芸能の専門施設とし
て、公演回数、所属団体にとらわれない番組構成、多彩
な企画公演、若手演者の育成など、その役割を十分に
果たすだけでなく、公共施設として求められる、地域へ
の貢献についても、着実に成果を上げた。
　期間前半の課題であった収支は後半の２年は全体収
支の黒字化に転じ、第３期に向けて期待が持てる状況と
なった。
　５年間の利用者数は増加傾向となり、稼働率は小ホー
ルと制作室では増加するなど、期間を通じたプロモー
ション活動や利用しやすい仕組みづくりが功を奏した。
　現状分析のもと、柔軟にトライアンドエラーに取り組む
ことは、指定管理のメリットを最大限に生かすものとも言
え、引き続き機動的な対応を期待したい。
　第３期に向け、寄席公演の「横浜にぎわい寄席」へのリ
ニューアルに期待するとともに、芸術文化分野での市民
協働をさらに進めてほしい。

Ｂ

　第2期指定管理期間の最終である平成27年度は、この
間の努力が様々な面で結実した年となった。
　事業面では、公演数・入場者数とも目標に達し、充実
した実績を残したほか、若手演者の育成の流れを確立
した点を高く評価した。一方、「有名会」の集客は具体
的な改善に至らず、引き続きの課題となった。修学旅行
や“街歩きツアー”“街コン”等、外部との連携により、
様々なチャンネルでの誘客が行われた。
　運営面では、貸館利用率の目標未達は、解決すべき
課題として真摯に受け止める必要があるが、経年では
増加傾向にあり、また利用料金収入及び利用者数の増
加など、明るい兆しも見て取れる。細やかな利用相談、
使いやすい条件整備といった、地道な努力の成果と言
える。
　維持管理面は、事故なく適切に管理されており、スタッ
フの防災意識向上に努めている点を評価する。
　収支面では、主催公演の充実や、経費節減、誘客な
どの努力もあり、全項目で予算を上回る収入を確保し、
全体収支の黒字化を継続した点を評価する。一方、事
業収支の黒字化は、引き続き取り組むべき課題である。
　これまで要所で現状分析に基づく柔軟な手当てがなさ
れ、地域や外部団体との連携により活動の間口を広げ
たことで、にぎわい座本体の事業展開にもつながる好循
環が生まれつつある。こうした“にぎわい座らしい”取組
の積み重ねは、施設の価値を高め、ひいては大衆芸能
の魅力をより多くの人々に伝播する一助となる。
　第３期においては、引き続き各部門でのきめ細かく創
意工夫に満ちた取組を継続しながら、現状の課題に積
極的に取り組むことで、横浜市の文化政策への一層の
寄与を期待したい。

１　大衆芸能の専門施設として、質の高い鑑賞
事業を提供することを中心に、創造発信、若手
実演家の育成、市民協働など多角的に絡めた展

開を推進。
２　市民の自己実現の貴重な機会である貸館運
営の充実を図り、施設として総合プロデュース
力を高め、「文化芸術創造都市・横浜」の実現

の一翼を担う。

◆施設間連携、市民活動支
援、市民協働支援等の機能を

強化。
◆安定経営を維持するととも
に、新たな使命に積極的に取

り組む収支予算の実現。
◆引き続き「快適な環境維

持」「安全確保」「効率的な
保守管理」に取り組む。経年
劣化による修繕問題にも迅速

に対応。
◆利用率、利用料金収入の向
上のため、貸出方法の工夫や
各種割引制度の積極的な導

入。

Ｂ Ｂ

　指定管理第２期の締めくくりとして、この５年間で力を
入れた取組が着実に形となり、一方で、３期に向けた課
題についても一層明確化した年でした。
　事業面では、「有名会」の引き続きの停滞が見られ、企
画公演の拡充で集客数・事業収入を補っている状況が
続きました。若手演者の育成・支援の面では着実な成
果が見られます。
　また、各種分野・地域・世代の団体や参加者、施設等
との連携やコーディネートなどにより、アウトリーチや講
座・ワークショップ等の事業や、プロモーションに繋がる
各種イベント等の場を生み出し、にぎわい座へ導く様々
なチャンネルを広げながら、きめ細かに大衆芸能の裾野
を広げた点は、高く評価できます。
　運営面では、各施設の貸館利用が達成指標に届きま
せんでしたが、前年度比での伸びが見られました。
　収支面は、昨年に引き続き、経費節減の努力や好調
な企画公演の拡充などにより収支全体の黒字を維持し
ました。今後は、さらに事業収支の改善を進め、より挑戦
的な事業展開を行いやすくする財務環境の整備が期待
されます。
　これまで、第２期提案時の様々な課題やテーマに対
し、細かく工夫をしながら成果に繋げようという積極的な
姿勢で管理運営が行われてきたことは、高く評価できま
す。今後、第３期に向けては、にぎわい座の根幹である
寄席公演の復調を目指すとともに、既に確立した良い
形を発展的に継続しながら、課題をしっかりと把握・検証
し、横浜にぎわい座から、大衆芸能の魅力をより一層発
信していただきたいと考えます。

【事業について】
　毎月１日～15日の経常公演と、月後半の若手育成公
演を中心とした小ホール企画を基本として、年間265回
の主催公演を実施しました。
　演目としては、大衆芸能の潮流を踏まえつつ、にぎわ
い座らしさが出せるよう、バランスよく企画を配置した番
組を組み立てました。
　これにより、大衆芸能に造詣の深いファンから、年に１
回だけお楽しみいただく方、さらには初めて大衆芸能を
ご覧になる方まで、いずれの層の方にもお楽しみいただ
ける演目を揃えました。

【運営について】
　お客様ニーズに応え、利用希望者見学の積極的な受
け入れや、撮影利用など日にちが近づいてからの申込
みにもできる限り対応した結果、新たな定期利用者の定
着と利用料収入の増加をもたらしました。
　施設利用率については、すべての室場で昨年度以上
の結果となりましたが、事業計画上の目標には達しませ
んでした。
　ホスピタリティ向上のため接遇研修を前年より増やし、
演芸場らしい雰囲気を大切にしながら来館者や出演者
に笑顔で対応しました。
　広報面では、動画を活用した積極的な公演情報発信
を行うとともに、財団広報担当と連携したプレスリリース
など新機軸の広報を実施しました。

【管理について】
　施設設備の不具合には迅速に対応し、安全・安心・快
適な施設を提供しました。
　全スタッフ参加の防災訓練を年3 回異なる想定で実
施、更にＡＥＤ操作を含む救急救命研修を新規8名が修
了し、危機管理体制を充実させました。

【その他】
　横浜市の文化政策事業「Dance Dance Dance @
YOKOHAMA」等に積極的に参加しました。
　専門職員育成を目的として、大衆芸能分野のアシスタ
ントプロデューサーを1名任命し、中期的な育成を図っ
ていきます

＜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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※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 外部評価 備考
1.　鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑
賞機会提供事業）
※市民ニーズに応える演目構成

◆質の高い公演を安定した体制
の中で確実に開催

◆入場料収入が事業経費を上回
る収支構造の維持

■年間230公演以上の主催公演

■入場者月平均3,500名
有名会・名作900名＋企画公演2,600名

■団体提携・団体優待
月平均８団体の誘致
提携団体の機関誌等への情報掲載：年３件

Ｂ

　毎年12月31日に実施していた企画を「クライマックス寄
席」と「新年カウントダウン寄席」に分割して開催するな
ど、来場者のニーズや行動パターンに合わせた企画を
展開した結果、年間265公演を開催、入場者数月平均
3,809名（年合計45,703名）となりました。

Ｂ

　主催公演数、入場者数ともに昨年度よりも増えていま
す。
　集客面では、「独演会」等の企画公演の伸びが全体を
底上げしてはいるものの、「有名会・名作落語」の数がさ
らに落ち込んでおり、今後第３期の指定期間の中で解
決すべき課題といえます。
　「夏の子ども寄席」（集客・こども参加率の増）、年末の
「クライマックス寄席」・「カウントダウン寄席」（初の連続
公演）等、特筆すべき成果のあった公演がありました。

2.　にぎわい座からの創造発信（創造発信
事業）
※創造・挑戦的な取組み

◆オリジナリティの高い大衆芸能
の発信

◆後世につながる作品づくり

■桂歌丸　　三遊亭圓朝作「塩原多助一代記」
　入場者数:300名以上

■「志の輔noにぎわい」
入場者数: 各回300名以上

■「独演会」シリーズ（毎月１回以上開催）

Ｂ
　安定した人気のシリーズに加えて、将来に向けた新規
の演者による企画や、人気シリーズの追加公演などを含
め、年間で61回の「独演会」を開催しました。

Ｂ
　実力のある演者のそれぞれの魅力が発揮された公演
が多数組まれ、全般的に好調な集客が見られました。

3.　にぎわい座を拠点とした若手実演者の
育成（育成事業）
※若手芸人等人材育成への取組み

◆若手実演家を育成する仕組み
づくり

■『登竜門シリーズ ｉｎ のげシャーレ』
年間20回以上の開催

■『横浜にぎわい座 企画公演(演芸バラエティ）』
年5回以上の登用  入場者数:各回120名以上

■『坂あがりスカラシップ』
支援対象者:１名 A

　若手実演家育成のため、「登竜門シリーズ ｉｎ のげ
シャーレ」を予定回数を上回る２２回実施するとともに、
新たなシリーズとして「漫才」と「東西の落語家」を開始し
ました。
　また、芸能ホール企画公演への登用も、15公演で実
施し、200名近い平均入場者となり、目標を大幅に上回
りました。
坂上がりスカラシップでは、２年間の成果となる公演をの
げシャーレで実施し、新進芸術家の支援を行いました。

A

　新規企画を含めた小ホールでの登竜門シリーズ、芸
能ホールの企画公演への登用など、若手演者が発展的
に実績を積む場を提供しています。演者ごとの状況に
応じた公演の数や集客の面でも一定の成果を上げてお
り、演者育成を通じた次代の大衆芸能文化の発展に貢
献しているものと評価できます。
　「坂上がりスカラシップ」では支援対象者のソロプロジェ
クト旗揚げ公演が行われ、2年間の支援の成果をのげ
シャーレの特徴を活かした形で実現することができまし
た。

4.　多様な世代に向けた教育普及活動の拡
充（体験・学習事業）
※子どもの創造性育成
※鑑賞のすそ野の拡大

◆教育普及事業の拡充

◆生涯学習講座の拡充

■『横浜市芸術文化教育プラットフォーム　学校プログラム』
コーディネートの実施(1校以上)

■『寄席体験プログラム』
　参加者：1,500名以上

■『大衆芸能関連体験講座』
　講座の実施(年間3企画以上)

 A

　「学校プログラム」では、目標を大幅に上回る５校の
コーディネートを実施し、そのうち１校はにぎわい座では
初めて担当する中学校で実施でした。
　「寄席体験プログラム」では、近隣の１８校を招いたプロ
グラムの他に、福島県のいわき市立好間第一小学校の
修学旅行生を受け入れた企画も実施しました。
　大衆芸能関連講座は、目標を上回る５企画を実施しま
した。

A

　学校プログラムとして目標を上回る５校の小中学校で
の事業を実施しました。
　また、18校・1500人を超える寄席体験プログラムのほ
か、市外からの修学旅行向け体験企画も実現する等、
今後に繋がる取組みが行われました。今後、市内学校
の対象エリアを更に拡張できれば、より効果が上がるも
のと期待されます。
　大衆芸能関連講座でも、目標を上回る取組みが行わ
れました。

5.　連携による大衆芸能振興の展開（連携
事業）
※他施設との連携

◆近隣施設等と協働実施してい
る事業の継続

◆財団運営の専門施設と連携し
た事業やサービスの展開

■『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
・事業の共同制作や広報協力により地域市民との協働でにぎ
わい作り
・『野毛まちなかキャンパス』
講座開催(1回以上)、会場提供(2回以上)

■ヨコハマ・アートナビ、YAFチャンネルなどを活用した、財団
所管施設やジャンルを越えたプロモーション

Ｂ Ｂ

　恒例の野毛まちなかキャンパスのほか、街コンやスタン
プラリーなど、機会を捉えて積極的に周辺事業と連携
し、大衆芸能の魅力を伝えると共に、プロモーションに
繋げています。

6.　大衆芸能に関わる市民活動への支援
（市民活動支援事業）
※市民協働による事業や運営の展開

◆アウトリーチ、市民協働に対応
する「コーディネート」「相談」機能
の整備

■『大衆芸能「コーディネート・相談」機能』
　他の施設や組織へ情報やノウハウの提供、企画制作への
協力(年間10件以上)

■『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
　広報協力や、展示やレクチャー企画への会場提供を行い、
地域市民との協働で賑わいづくりに寄与

■街づくり会利用枠での利用数(5公演以上)

Ｂ

　『大衆芸能「コーディネート・相談」機能』として、「銭湯
寄席」、障がい者就労支援施設と連携した企画、地域の
福祉団体との企画、小学校の修学旅行のプログラム、貸
切公演など、目標数を上回る16件を実施しました。

Ｂ

　外部からの大衆芸能に関する事業実施に向けた相
談、企画コーディネートを積極的に行い、市民企画の事
業や、主催者の要望に応じた貸切公演を実現に結び付
ける等、目標を超える企画制作協力を行っています。
　これらの取組みにより、大衆芸能を通じた市民の活動
に貢献することで、大衆芸能の間口を広げ、様々な場面
で大衆芸能の魅力を伝搬したものと評価できます。

7.　大衆芸能情報センターとしての情報拠
点化

◆各種メディア、各地の公演内容
等の情報収集・提供
◆大衆芸能に関するよろず相談
サービスの提供
◆電子大福帳の活用
◆展示事業の展開

■『情報コーナーでの大衆芸能情報の提供』
　大衆芸能関連の配布物について、公演の開催地域や形態
を問わず幅広く受け入れて配架

■『電子大福帳の活用』
全ての主催公演情報の入力(年間230件以上)

■『展示事業』
　「企画展」の開催(年間4回)

Ｂ Ｂ

Ａ 各委員の事業目標についてのコメントは別紙参照
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8.　地域活性化への貢献
※街のにぎわいづくりへの寄与

◆地元団体との協力による事業
展開

■『地域の飲食店等と連携したプロモーション活動』
　「野毛通手形」への参加の他、地域の飲食店等と連携した
集客・広報活動の実施

■『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
・事業の共同制作や広報協力により地域市民との協働でにぎ
わい作り
・『野毛まちなかキャンパス』
講座開催(1回以上)、会場提供(2回以上)

■『「みなとみらい地区」へのプロモーション活動』
　ＭＭｃｃへの参加と連携企画の実施
(3回以上)

Ｂ Ｂ

　野毛地域やみなとみらい地区と連携し、にぎわい座の
間口を広げる活動が行われています。今後もさらに、周
辺地域と有機的に連携した活動が進められることを期待
します。

9.　市の文化政策との連携
※都市戦略との連携

◆創造都市施策推進に協力 ■『横濱ジャズプロムナード』
　のべ2日間参加（職員派遣）。横浜都心部の活性化や市民
協働の推進に寄与

■『ＴＰＡＭ(国際舞台芸術ミーティング)』
　国際的に注目される場で、にぎわい座の空間が新しく効果
的な形で活用されることで、これまでとは異なる層への施設Ｐ
Ｒ

■『野毛大道芸』『野毛まちなかキャンパス』
・事業の共同制作や広報協力により地域市民との協働でにぎ
わい作り
・『野毛まちなかキャンパス』
講座開催(1回以上)、会場提供(2回以上)

■『横浜市芸術文化教育プラットフォーム
学校プログラム』
コーディネートの実施(1校以上)

■『フェスティバル事業』
　「DANCE DANCE DANCE @ YOKOHAMA」に積極的に参
加

Ｂ Ｂ
　TPAM関連では実験的な公演が行われ、のげシャーレ
の施設の特徴が活かされました。

（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 外部評価 備考
1．　大衆芸能専門館としての顧客満足度の
高い運営の実現

◆専門対応能力とアドバイス力の
向上

◆大衆芸能独特の魅力あるホス
ピタリティの向上

■相談業務
・にぎわい座内外での落語会開催要請に対する相談受付で
情報提供とアドバイスが行われている
・施設利用者の企画段階での課題や広報、販促等につい
て、きめ細かいアドバイスが行われている

■接遇研修
年１回以上研修実施

■演芸場らしい雰囲気を大切にしながら、来館者や出演者
に笑顔で対応

■季節に応じた館内装飾の実施(隔月以上)

Ｂ Ｂ

　きめ細かい相談業務の結果、魅力的な公演を行う利
用者を獲得するなど、貸館運営の面から施設の価値を
高めている点が評価できます。

2．　施設の利用促進、利用開発による利用
率向上

◆ホールセールスの展開

◆施設別促進策の展開

■開館日数
342日(休館日月２回の施設点検)

■目標利用率
芸能ﾎｰﾙ：90%
のげｼｬｰﾚ：70％
※利用可能日に対する稼働率
練習室：90％
制作室：60％
※利用可能時間帯に対する稼働率

■利用希望者見学受け入れ年間12件以上

■土日祝日の施設空き情報をその都度ＷＥＢ発信

■利用可能性のある団体や個人に対する個別提案の実施

B

　積極的なホールセールスや、撮影利用などイレギュ
ラーな機関の利用申込みにもできる限り対応した結果、
目標利用率には届かなかったものの、利用料収入が増
加しました。

　また、目標数を大きく上回る、年間39件の利用希望者
見学に対応しました。

Ｃ

　全室利用目標に達していません。
　前年度より稼働率、利用者数が増加傾向にあるほか、
利用希望者見学受け入れが増えている点等も踏まえ、
今後も引き続き、利用者拡大を図ることを期待します。

3．　ニーズに基くサービス ◆多角的ニーズの把握、分析
◆サービス開発、提供
◆苦情処理への対応とその反映

■来場者アンケートや窓口でお客様の声を伺い、改善や対
応が必要な内容について、回答を掲示（年4回以上）

■利用者ニーズに応える運営
・利用者の相談に応じて、チケット作成・受託販売、広報協
力、宅配便預かりなどきめ細かな公演サポート
・公演準備のための延長利用には柔軟に対応

■「利用の手引き」改訂版を発行

Ｂ Ｂ

4．  広報取組について ◆横浜にぎわい座の魅力や価値
を明確に表現し、広報業務のブ
ラッシュアップ（効果的・効率的な
改善）
◆幅広い層へ大衆芸能やにぎわ
い座の魅力を発信するため、新
たな広報ツールやネットワークの
活用

■対象にあわせた広報物の作成と発信

■公演と連動させた初心者向け講座またはバックステージツ
アーの開催（共催を含む）　年間2回以上

■ホームページ閲覧数　年間185万件

■ツイッターによる情報発信　月45回

Ｂ

　施設・公演の幅広いＰＲとなるバックステージツアー
を、目標数値を超える９回を実施しました。実施方法も、
公演と連動したツアーを中心に、「街コン」「街歩きツ
アー」「プレス向けツアー」など、多岐に渡っています。

Ｂ

　それぞれの分野で、広報PRの工夫が認められます
が、今後はこれまで施設に来ていない層に対し、さらに
訴求力のある広報手法を検証しながら、進めていく必要
があると考えられます。

Ｂ 各委員の運営目標についてのコメントは別紙参照
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（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 自己評価 備考 外部評価 備考
1．　安全・安心・快適な施設の維持管理に
ついて

◆施設（建築物）/建築設備/舞
台設備/備品の安全確保
◆アンケート施設評価満足度の
向上
◆高齢者や身体障害者への配
慮

■ 施設・設備・備品の安全確保
・一日1回、施設・設備・備品の目視点検実施
・管理者責任による人身事故『ゼロ』
・所管課との施設設備保守管理状況の情報共有

■来場者アンケートにおける施設の満足度　4以上

■サ－ビス介助士資格取得者が2名以上在籍

■全スタッフ参加の防災訓練を、年2回異なる想定で実施

■ＡＥＤ操作を含む救急救命研修修了者8名以上

2．　施設予防保全への取り組みについて ◆館内の日常的整備点検
◆施設管理会社との管理業務確
認のための定例ミーティング実施
建物所有者理事会との調整・連
携強化

■建物総合管理業務委託先との定例ミーティングを開催、情
報交換と確認(毎月1回)

■管理組合理事会への参加と情報共有

3．　その他管理に関する実施業務 ■専門業者に委託し、関係法令ならびに管理業務基準に
沿った管理・保守点検を実施

（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 外部評価 備考
1.   経費削減及び収入増加策について ◆経費削減と収入増加 ■多様な手法を活用した広報活動やチケット発売時期前倒

しにより事業収入増を目指します。施設利用料収入について
は、WEBを活用したホールセールスや、土日祝日に抽選後
の空きや突然のキャンセル発生が生じた場合の直接利用
セールスにより、提案書の目標数字達成を目指します。

■事業経費は収入に見合った委託費交渉をさらに推し進め
ます。管理経費は水道光熱水費や消耗品費などの徹底した
削減に引き続き取り組みます。業務の効率化により、職員や
にぎわいスタッフの人件費抑制に努めます。

2.   人員配置及び勤務体制 ◆●人員配置：館長１(非常勤）、
副館長１、ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ２、職員６、
アルバイト２、パートスタッフ28

■館長１、副館長１、ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ２、職員６
　　アルバイト２、にぎわいスタッフ（ﾊﾟｰﾄ）25

（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 外部評価 備考
1．　日報及び月報の作成・管理
2．　業務計画書及び業務報告書の作成・管理
3-1．　業務評価（モニタリングの実施）
3-2．　業務評価（自己評価の実施）
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 外部評価 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 外部評価 備考
1.　保険及び損害賠償の取扱い
2.　法令の尊守と個人情報保護
3.　情報公開への積極的取組
4.　市及び関係機関等との連絡調整
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

Ｂ

　老朽化した設備の突発的な故障などが発生していま
すが、市側と調整しながら迅速な対応を行い、運営上大
きな支障が出ないよう処置を行っています。全般的に適
切に管理が行われています。

Ｂ 各委員の維持管理目標についてのコメントは別紙参照

Ｂ
　入場料収入、利用料収入とも予算額を上回り、収支の
均衡、健全化を達成しました。 Ｂ

　経費削減の努力などにより、全般的な収支均衡が維
持できています。課題であった事業収支についても、企
画公演の好調などにより改善基調にあります。
　今後は、課題である寄席公演の集客確保等により、事
業面での収入をさらに増やし、一層効果的な事業展開・
施設運営を可能とする財務状況の改善を期待します。

Ｂ 各委員の収支についてのコメントは別紙参照

Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ
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1

外部評価 総括コメント（左記の理由） 外部評価 総括コメント（左記の理由） 外部評価 総括コメント（左記の理由） 外部評価 総括コメント（左記の理由）

　

【第2期指定管理業務総括】

①年間公演回数、所属団体にとらわれない番組構成、多
彩な企画公演、若手芸人の育成など大衆芸能の常設館の
一つとして、その役割を十分に果たしていることは衆目の
認めるところです。その上に地域への貢献という使命も着
実に成果を上げていると評価します。
②「有名会」の収入改善が最大の課題となっているが、第3
期から実施される「横浜にぎわい寄席」において、入場料
金の見直し、インターネットによるチケット販売の導入など
の成果が大いに期待される。

Ｂ

①「名作落語」「若手二人会」など優れた企画と、それに応
えて熱演する演者とが相俟って充実した内容であったと評
価したい。
②収支差がプラスになったことも評価でき、今後も継続す
る努力を期待したい。
③事故も無く維持管理できたことを評価する。

B

　指定管理二期目の最終年であり、横浜市文化政策にも
積極的に貢献し、地域や外部団体との関係を強化したこと
が、にぎわい座本体の事業展開にもつながるなどの好循
環が生まれつつある。また、現状分析に基づき柔軟な手当
てがなされ、これまでの努力が実を結びつつあることも評
価できる。しかしながら、事業面での有名会（三期目では
かなりの改善を行う予定と聞いている）の誘客不足、施設
利用率が目標値を下回ったことなどの課題がある。

B

【第2期指定管理業務総括】

　利用状況から見ると、第2期は利用者人数は増加傾向で
した。また、施設稼働率（時間帯単位）からは小ホールと制
作室については増加しており、これらからプロモーション活
動や利用しやすい仕組みを実施されてきたことが伺えま
す。また、収支面の課題については、利用料金収入を着
実に増加させ、全体収支についても第4期、第5期と続けて
黒字とした点を高く評価します。今後は、経営基盤の安定
化を基礎とし、にぎわい座ならではの公演事業や人材育
成、情報発信、地域連携を積極的に進められることを望み
ます。

【第2期指定管理業務総括】

　第二期指定管理業務期間では、全般的に良好な運営で
あったと思われる。特に最終年において課題であった収益
構造にも改善の兆しが明らかになり、次期指定管理にス
ムーズにつながる期待が持てるようになった。なお、データ
に基づき様々な分析を重ね、柔軟な対応を試みている姿
勢は重要であり、引き続き機動的な対応を期待したい。

【第2期指定管理業務総括】

〇2期を通して、単年度では難しい取組に果敢にチャレン
ジし、前半での課題（収支や集客）を後半で改善するな
ど、全般的なコスト削減や利用料金収入向上の工夫など
にあたり、今期締めくくりの段では、安定経営の維持がなさ
れています。
〇小ホールから芸能ホールへと、研鑽と飛躍の「場」が確
立され、優れた演者の醸成に「にぎわい座」ならではのシス
テムの構築ができています。大衆芸能において時間を要
する人的資源育成を、鑑賞者も共に、若手の支援や躍進
を楽しめる仕組みづくりが「にぎわい座」の魅力の一つにも
なっており、今後も大いに期待できます。
〇継続して実施している連携や協働企画に加え、今期注
力の新たなパートナーとのアウトリーチ開拓など、「にぎわ
い座」が、より幅広いターゲットに向けて活動を展開、市民
の多様な活動をサポートし、大衆芸能の魅力の拡大に貢
献しており、大いに評価できます。とくに市民協働につい
ては、コーディネートや相談機能など、専門館として、他の
施設や組織への情報、ノウハウ提供、企画制作への協力
など年間を通しての蓄積もできつつあり、これをベースに3
期の本質的な協働拡大も期待しています。

〇引き続き、事業、運営、管理各部門において、きめ細か
く創意工夫に満ちた、多角的な経営感覚をもって大衆芸
能の魅力の伝播に注力しています。2期まとめとして、伝統
と新しい息吹の「独演会」等創造発信事業、若手実演者の
育成における流れの確立（研鑽と飛躍の機会提供）、地域
の他施設や他団体等との連携、協働企画による取り組み
など、「総合プロデュース力」一段の進化が随所にみてと
れます。
〇企画、運営両面において「にぎわい座らしさ」即ち、ブラ
ンディング確立につとめ、公演内容や演芸場の雰囲気づく
りにも「にぎわい座」の特性（らしさ）を際立たせ、クオリティ
と魅力の向上に努めていることは、高く評価できます。
〇運営では貸館利用の目標利用率には届きませんでした
が、利用料収入は増加傾向にあるなど、地道な努力とその
先に建設的な展望が見て取れる項目として、相応の評価
をさせていただきました。
〇収支については、265回に及ぶ主催公演の充実や、節
減、多彩なチャンネルによる広報なども含め、継続的に収
支の健全化につとめており、後半黒字が維持できていま
す。以上、➀総合プロデュース力の進化、②「らしさ」形成
（ブランディング確立）による魅力の向上、③収支面堅調な
ど、2期しめくくりとして成果が着実であり、3期での一層の
躍進が期待できます。
〇公共文化施設における時代の要請からも、市民協働に
ついては、コーディネートや相談の仕組み形成等、2期まと
めの年度における多彩な蓄積をベースに、3期での更なる
拡大に期待しています。

B

【評価できると感じられる点】
（１）事業目標
　・年間公演回数および月入場者数が目標を達成している
点。
　・のげシャーレから大ホールへの流れを着実に作ってい
る点。
 （４）収支について
　・当期収支差額が2年連続黒字化を実現した点。
【総括】
　現指定管理期間最終年度（5期目）となる当年度におい
ては、これまで市内学校に限られていた『寄席体験プログ
ラム』を、県外の修学旅行生にも展開したり、多面的なバッ
クステージツアーを行い、新たな客層を取り込もうとするな
ど、様々な試みがなされています。
　他方で、収支面においては、主たる収入源である事業収
入が年度予算を超えたが、事業費も予算を超過しているこ
とから事業収支単独では黒字達成できていないため、予
算を達成できるような集客施策について検討されることを
望みます。

上杉委員 垣内委員 西田委員 藤崎委員

基
本
方
針

＜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。 

※各委員のコメント欄の数字は横浜にぎわい座第二期指定管理者評価表の各項目の番号を示す。 
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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

１.（B)鑑賞機会の提供　⇒　公演数が265公演と目標を上
回っており、企画公演では、人気の高い独演会、二人会
等の企画や「にぎわい座らしさ、にぎわい座ならでは」に注
力した企画など、来場者ニーズに合致する努力をされ、高
く評価できます。年末の「クライマックス寄席」と「新年カウン
トダウン寄席」分割開催の公演など、チャレンジや工夫に
富んだ取り組みは、収支構造の面においてもプラスの成果
をみせています。
２.（B)創造発信　⇒現代の人達にも理解しやすい「語り直
し」プログラムなど創造的な企画、及び新たな視点解釈の
古典や映像活用の新作等、実力派落語家によるオリジナリ
ティ高い公演の実施は、大衆芸能の伝統を大切にしつ
つ、未来につなぐ奥行をもった「にぎわい座」の創造的事
業として、高く評価できます。
３.（A)若手育成　⇒若手実演者の研鑽と飛躍を目的とする
「登竜門シリーズin野毛シャーレ」、及び芸能ホール公演
への登用など、若手演者が実績を積む「場や機会」ができ
ていることは、大衆芸能の人的資源形成にとっても貴重で
あり、大いに期待できます。また「坂上がりスカラシップ」で
は,2年間の集大成、節目となる公演を野毛シャーレで実施
し、新進芸術家支援における成果を収め、若手実演者育
成の拠点としても今後に期待できます。
４．（A）学校プログラムでは、目標を上回る5校の事業実績
を達成、うち、一校は新規であり、教育普及の面から着々と
拡充に努めています。「寄席体験プログラム」には18校
1569名が参加し、子供たちに「体験」の価値提供の機会を
豊富に実施。特に市外から（福島いわき市の小学校）の受
け入れ実施は、エリア拡充だけでなく、文化交流等の本質
的な意義を含み今後も大いに期待がもてます。
５．（B）「野毛まちなかキャンパス」講座開催など、地域の
企画に積極的に参加、着実に取り組みを蓄積し、連携や、
協働による大衆芸能の振興促進に貢献。財団運営の施設
間連携によるプロモーションも地道に地域全体の魅力向
上に貢献できています。
６．（B)「大衆芸能コーディネート相談機能」として、他施
設、組織へ情報発信、企画制作協力等、積極的に取り組
み、銭湯寄席、,障碍者施設でのアウトリーチなど、幅広い
ターゲットに向けて大衆芸能への親しみや、魅力の浸透が
図られています。間口を広げる取り組みが目標を超えて実
現されており、協働で地域の賑わいを創出するなど、市民
活動支援による新しい文化資源の創出の可能性に大いに
期待ができます。
７.(B)大衆芸能情報については、開催地や形態を問わず、
幅広い掲出の受け入れがなされ、「にぎわい座」の情報拠
点化が図られています。受け入れ情報や電子大福帳に蓄
積された豊富な情報の、訴求や活用の為には、今後拠点
化として一層の工夫、整備や、仕組みの周知も必要です。
８．（B)周辺地域との連携や協力は、地域活性への貢献と
同時に「にぎわい座」の存在感も高める効果があり、今後と
も「にぎわい座」と幅広いターゲットとの双方向性をもった
有機的な関係性の構築に期待します。
９．（B)横浜市の文化政策との連携も、各種イベント（横濱
ジャズプロムナード等）や事業に参画するなど、着実にお
こなわれ、市文化政策実現に寄与しています。
以上、総合的にみて、B評価としました。

上杉委員 垣内委員 西田委員 藤崎委員

B

【評価できると感じられる点】
1.　鑑賞機会提供の安定的開催と充実（鑑賞機会提供事
業）
　・年間公演回数および月入場者数が目標を達成している
点。
3.　にぎわい座を拠点とした若手実演者の育成（育成事
業）
　・のげシャーレから大ホールへの流れを着実に作ってい
る点。
4.　多様な世代に向けた教育普及活動の拡充（体験・学習
事業）
　・『寄席体験プログラム』を、県外の修学旅行生にも展開
した点。

（１）
事
業
目
標

Ａ

①「名作落語の夕べ」(2/6所見)は演者4人がそれぞれ実
力を発揮し好演となった。その要因として、演者のにぎわ
い座に対する特別な思いが熱演を引き出したと思わせるも
のがあった。
②百栄・萬橘二人会(3/13所見)はタイプの異なる有望株
が、このような形で日曜昼に公演できるというのは、他の寄
席が自主事業として開催することは考えにくく、若手育成
の観点から今後も継続する意義は大きいと思われる。
③寄席体験プログラムでの修学旅行生の受け入れは新た
な事業展開のヒントを得たようで、次に繋がることを期待し
たい。

A

　有名会はともかく、顧客のニーズに応えた多様で多彩な
公演演目の上演、様々な企画も実施されていること、市内
の学校だけでなく、様々な外部とのつながりを活かして、県
外修学旅行を誘致したこと、障害者や高齢施設などへの
サービス提供やｱｳﾄﾘｰﾁ活動を積極的に展開していること
など高く評価できる。こういう形で将来世代やこれまでにに
ぎわい座に来なかったような客層を開拓することにつなげ
てほしい。また、若手芸人の人材育成が着実に進んでいる
ことも、将来への基盤整備として評価できる。一方で、情報
発信や地域活性化にも積極的に取り組み、結果を残して
おり、演芸と言う分野を超えて市の文化政策とも十分な連
携が取れている。
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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

B
【評価できると感じられる点】
1．　安全・安心・快適な施設の維持管理について
　・全スタッフ参加の防災訓練を3回実施した点。

B

　総体的に適切な安全管理につとめています。救急救命
研修終了者はじめ、各種資格取得や訓練等の人的面で
の基盤も整えています。また館内の清潔感が保たれてお
り、快適な環境づくりに努力されています。

上杉委員 垣内委員 西田委員 藤崎委員

１（B)．施設利用者に企画段階でのきめ細かいアドバイス
がなされ、専門対応能力の向上が図られています。貸館
運営のクオリティ向上は、にぎわい座総体としての価値を
高め、大衆芸能の振興促進にもつながるものと期待されま
す。顧客満足度の高い運営が実現できており、上方落語
一門の利用も定着しています。
２．（B)利用達成目標には届きませんでしたが、稼働率、利
用者数は増加傾向にあり、地道な努力とその先に、明るい
兆しもあり、建設的な展望が見て取れる項目として、期待を
こめて、相応のB評価とさせていただきました。
３．（B）きめ細かく顧客ニーズの把握につとめており、迅速
に運営に反映するなど地道にとりくんでいます。
４．（B)多彩なチャンネルによる広報の取り組みがなされて
います。街コン、街歩きツア－、プレス向けと各層を巻き込
むバックステージツアーなど、多岐にわたる取り組みが、大
衆芸能の魅力の発信拡大ともなっており、ホームページの
閲覧数は情報発信に対応して、手ごたえのある数値が示
されています。

B

【評価できると感じられる点】
4．  広報取組について
　・多面的なバックステージツアーを行い、新たな客層を取
り込もうとしている点。
　・対象に合わせた広報物の作成と発信を行っている点。
【不足していると感じられる点】
2．　施設の利用促進、利用開発による利用率向上
　・施設利用率が目標未達成である点。
【提案事項】
2．　施設の利用促進、利用開発による利用率向上
　・利用条件や料金の見直しについて市と協議したり、
ホールセールスを抜本的に再検討することが望まれます。

（3）
維
持
管
理
目
標

Ｂ 　事故も無く適切に管理運営されたことを評価する。 B

　2002年開場のにぎわい座は、決して新しい施設ではない
が、老朽化のスピードダウンは十分可能と考えられ、今後
の長寿命化を図るためには、日ごろの修繕とモニタリング
が重要である。今期の管理については、十分指定管理の
目標に達しており、細やかなソフト事業によって維持管理
されていることは評価できる。

（2）
運
営
目
標

Ｂ
　各施設の目標利用率は高いので、達成は困難を伴うと
思われるが、weｂによる地道な情報提供などの努力で前年
度より稼働率が増加していることは評価したい。

C

　利用者への柔軟できめ細やかな対応、接遇、相談によ
り、顧客満足度は高く、広報体制の充実にも期待できる。
しかしながら、施設の利用促進に関して、設定した目標に
達していないことは憂すべきと考える。特に地下の施設に
関しては、演芸だけでなく、幅広い利用者、演者を呼び込
むことによって、にぎわい座の社会的存在価値を高められ
ると思われる。演劇やダンスなど他分野にも場を解放する
ことを積極的に進められたい。

B
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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

上杉委員 垣内委員 西田委員 藤崎委員

B

B

B B

B

【評価できると感じられる点】
1.   経費削減及び収入増加策について
　・収入が全項目予算額を超えた点。
　・管理費を節減し、予算内に収めた点。
　・当期収支差額の黒字化を実現した点。
【不足していると感じられる点】
1.   経費削減及び収入増加策について
　・事業収支（事業収入－事業費）については、黒字を実
現できていない点。
【提案事項】
1.   経費削減及び収入増加策について
　・事業費については、各事業単位で支出内容を精査し、
事業収入を上回っていないことを確認することが望まれま
す。

（６）
指定期
間終了
にあ
たって
の業務

Ｂ B B

（７）
留意
事項 Ｂ

（５）
PDCA
ｻｲｸﾙ Ｂ B B

（４）
収
支
に
つ
い
て

Ｂ

　入場料収入、施設利用料収入が予算を上回り、収支差
がプラスになったことを評価したい。
　個別公演ごと、月ごとの収支を予算と対比分析し、それ
以降の経費支出に反映させる努力を評価する。

B

　今期最終年において、入場料収入、利用料収入とも予
算を上回って、収支均衡したことは高く評価できる。今後
事業の改善によりさらに誘客力を高めてほしい。これにより
収益も改善するものと思われる。また、人的配置に関して、
若いプロフェショナルを育成しつつあることも期待できる。

B

〇収支においては、経費節減及び、事業収入の増加を図
るなど、バランスのとれた健全な収支構造の形がとれてお
り、とりわけ、施設利用収入が前年より伸びた年度（２６年
度）の取り組みを維持発展させるなど、随所に工夫と努力
の経営感覚が見てとれ、よく健闘されています。
〇課題である寄席公演の集客の工夫などによる今後の伸
びしろも期待されるところです。
〇クオリティ高い公演を持続的に提供していくためには、
バランス良く安定した収支構造が期待されますので、引き
続き３期も収支コンディションの維持と向上を期待していま
す。

B
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