
横浜市民ギャラリー
　第二期指定管理者業務評価表（平成27年度分）

基本方針 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 総括コメント 行政評価 総括コメント

第２期指定管理の最終年の５年目、また新施設へ移
転し2年目を迎え、利用者との信頼関係を一層深め
るとともに、創造都市の形成、市民協働、次世代育
成等のさらなる課題に向かって積極的な事業展開を
図っていきます。

Ｂ

前年度から開始した新ギャラリー運営
について、お客様やスタッフの声を集
めた上で、より現状の施設に適合する
運用を行いました。展覧会事業や講座
事業についても堅実に実施し、横浜市
の施策に寄与しました。また、収蔵庫
のからし期間を終え、所蔵作品の移送
を着実に終えました。２８年度からス
タートする第３期指定管理者に向け
て、共同事業体の構成員となる西田装
美株式会社と其々の専門性を活かした
施設運営に向けて、効率的な組織体制
を整えました。

Ｂ

　今年度は、移転後初めて年間を通し
ての運営でしたが、円滑な業務が行わ
れました。また、展示室及びアトリエ
の利用率は目標を達成しました。今後
もさらなる利用率の向上を期待しま
す。
　「大人のためのアトリエ講座」や
「ハマゼミ」の参加者数等が目標を下
回っているものの、「ニューアート展
NEXT2015」の入場者数が目標を大きく
上回りました。今後は講座事業への参
加者数増加に向けた取組の促進を望み
ます。
　次年度は第３期指定管理期間の開始
年度となるため、共同事業体として協
力し、より円滑で効率的な業務が行わ
れることを期待します。

【第2期指定管理業務総括】
５年間の指定管理期間中に施設の移転
という事態が起こり、当初掲げた運営
方針である「市民に親しまれる美術の
オアシス」を目指し着実に進捗させて
きたことが、長期の休館によって停滞
する恐れもありましたが、リニューア
ルに向けての念入りな準備の他、長期
間の運営によって形骸化された事項の
見直しなど、新たに開館する機をプラ
スに捉え、より市民に向けた施設づく
りのためのスタートが切れました。開
館当初からの横浜市民ギャラリーの歴
史や実績、作品を、今後施設運営の礎
となるよう、アーカイブ機能や美術施
設としての環境保全を促進させまし
た。

【第2期指定管理業務総括】
　第２期指定管理期間を通して、横浜
市中心部における美術を核とした文化
芸術活動の拠点施設としての運営が行
われました。第２期指定管理期間中に
は、施設の移転がありましたが、新施
設の開館準備を着実に行うとともに、
より使いやすいギャラリーとなるよう
改善に取り組み、開館後は柔軟な運営
が行われました。

※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

１　発信性のある自主事業の実施 ◆「ニューアート展」（展覧会および普
及事業）の新たな展開
◆市民コーディネーターの育成と連動し
たコレクション展（展覧会および普及事
業）の実施
◆都心部の立地を活かした連携の強化と
多彩なイベント等の開催

・「ニューアート展NEXT2015」実施
　開催時期および入場目標
　10月2日～18日（17日間）、4,000名以上
　アンケート：回収率5％以上、
　　　　　　　顧客満足度4.0以上
　期間中の記念事業：5本以上企画
・「コレクション展」の実施
　開催時期および入場目標
　3月4日～20日（17日間）、4,000名以上
　アンケート：回収率5％以上、顧客満足度4.0以上
　ボランティア参加：延べ40名
　鑑賞サポーターとしてのボランティアを募集
・「フォトヨコハマ2016」関連展の実施
　開催時期および入場目標
　2月9日～22日（14日間）、3,000名以上

Ａ

「ニューアート展NEXT2015」では初期
の黄金町バザールで2カ月の滞在制作
を行った画家・田中千智を取り上げま
した。横浜では7年ぶり、これまでの
活動の中の最大規模の個展。異なる
ジャンルの作家と制作した作品や、本
展のための大型の新作が登場し、全国
からも来場者があり、入場者数6,797
人で、目標の169％を達成しました。
スタッフ、関係者（作家、デザイナー
等）、協力機関（黄金町エリアマネジ
メントセンター、画廊、黄金町の商店
等）との連携に注力し、充実した展示
内容だけではなく、イベント、鑑賞資
料、地域への展開を実現することがで
き、黄金町－市民ギャラリー間の回遊
性を生み出すことができました。新聞
6紙に取り上げられ、横浜市の文化政
策アピールとなりました。

Ａ

　「ニューアート展NEXT2015」及び
「コレクション展」の入場者数及び顧
客満足度が目標を上回っています。特
に「ニューアート展NEXT2015」の入場
者数が目標を大きく上回っており、高
く評価できます。一方で、アンケート
の回収率がどちらの展覧会も目標を下
回っているため、回収率のさらなる向
上を期待します。

２　次代を担う子どもの創造性教育の場
の提供

◆文化芸術の体験の場の提供
◆教育機関等への支援
◆アウトリーチ等の実施

・「ハマキッズ・アートクラブ」の実施
　実施回数（予定）：9回（4，9，3月を除く月に実
施）
　参加者数：9回で180名以上
　アンケート：回収率50％以上、顧客満足度4.0以
上
　ボランティア参加：延べ18名以上
　市民ボランティアを募集
・「横浜市こどもの美術展」の実施
　出品点数（目標）：3,000点以上
　開催時期および入場目標
　7月31日～8月9日（10日間）、8,000名以上
　アンケート：回収率3％以上、顧客満足度4.0以上
　期間中毎日開催する親子参加型事業の実施
　親子参加型事業の参加者：500名以上
　ボランティア参加：延べ100名以上
　職業体験として中学・高校生ボランティアの参加
の呼び掛け

Ｂ Ｂ

　「ハマキッズ・アートクラブ」の参
加者数、アンケート回収率、顧客満足
度は目標を上回っており、特に顧客満
足度は5点満点中の4.9と高い水準と
なっています。目標水準を達成してお
り、評価できます。
　一方で、「横浜市こどもの美術展」
の出品点数及びアンケート回収率が目
標を下回っているため、今後は目標水
準を達成するよう取り組んでくださ
い。入場者数、顧客満足度、親子参加
型事業の参加者数は目標を上回ってお
り、目標水準を達成しており、評価で
きます。

３　市民やアーティストの創造活動支援
の場

◆大人のためのアトリエ講座の実施
◆「横浜日曜画家展」への協力
◆「ハマゼミ」の実施
◆市民ボランティア育成支援
◆学校や地域との連携から生まれる新規
展覧会の実施（美大・専門学校等の「卒
展」等の誘致、「写真およびポスターで
つづる展覧会」、「せんせいの美術展」
等）
◆自主事業で取り上げるアーティストへ
の支援

・「大人のためのアトリエ講座」実施
　実施回数（予定）：長・短講座合わせて32回以上
　参加者数：32回で640名以上
　アンケート：回収率50％以上、顧客満足度4.0以
上
・「第３８回横浜日曜画家展」開催
　出品点数（目標）：300点以上
　開催時期および入場目標
　5月26日～6月1日（7日間）、7,000名以上
・「ハマゼミ」実施
　実施回数：4回
　参加者数：4回で150名以上
　アンケート：回収率10％以上、顧客満足度4.0以
上
・ｺﾚｸｼｮﾝ展ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加延べ40名
　ﾊﾏｷｯｽﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加　延べ18名
　こどもの美術展ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加　延べ100名

Ｂ Ｃ

　「大人のためのアトリエ講座」と
「ハマゼミ」のアンケート回収率と顧
客満足度が目標を上回っていますが、
「大人のためのアトリエ講座」と「ハ
マゼミ」の参加者数、「第38回ヨコハ
マ日曜画家展」の入場者数が目標を下
回っているため、今後は目標水準を達
成するよう取り組んでください。
「横浜市こどもの美術展」のボラン
ティア参加者数が延べ56名と目標を下
回っているため、よりボランティア参
加を促進するための取組を期待しま
す。

　市民ギャラリーがこれまで担ってきた
役割と使命、取組の成果を踏まえ、横浜
市中心部における美術を核とした文化芸
術活動の拠点施設として、文化芸術の振

興に寄与する。

◆“響きあい、かよいあう　美術のオア
シス！”としての市民に親しまれる施設
運営
・ともに創る　共に育む“市民協働の
アート活動”
・子どものときからふれあう“次世代の
育成・支援”
・“アートシーンの変化”を映し出す！
◆（事業実施）テーマ性・オリジナル
性・発信性を明確にした高水準の事業展
開
◆（施設運営・管理）安全で快適な利
用環境と高いホスピタリティの維持
◆（収支予算）効率的運営と経費節減
及び積極的な外部資金等の確保

＜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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４　創造活動を介した人々の関わり合い
の場

◆民間ギャラリーとのネットワーク形成
◆ボランティア交流会の実施
◆学校とのネットワーク形成
◆アーティストとの触れ合いの場の提供

・「横浜画廊散歩」の発行
　発行回数：12回（毎月発行）
　発行部数：4,000～5,000部/月
　配布箇所：220箇所以上（毎月）
・「ヨコハマ・ギャラリー・マップ」の発行
　発行回数：1回（7月）
　発行部数：15,000部
　配布箇所：1,100箇所以上（学校ポストを含む）

Ｂ Ｂ
　情報誌３誌の発行が目標通り行われ
ています。

（2）運営目標 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考

１　創造活動の発表の場の提供 ◆展示室利用率年間100％の維持 ・抽選による利用決定
・展覧会開催に向けての支援
・施設パンフレットの配布先の拡大
・利用率　展示室85％
　　　　　アトリエ30％
　　　　　駐車場20％
・来館者数25万人

Ｂ Ｂ

　展示室、アトリエ、駐車場のすべて
の利用率が目標を上回っています。ま
た、来館者数も目標を上回っており、
目標水準を達成しています。今後もさ
らに利用が促進されることを期待しま
す。

２　利用促進及び利用者サービスの向上 ◆利用団体構成人数の変更告知
◆利用が少なかった世代へのアプローチ
◆ホームページ・パンフレット等の利用
案内の充実
◆来館者サービスの充実
◆関係団体等との協力体制
◆市民ライブラリー（仮称）の設置

・従来からの利用者へのサービスとともに、新規の
利用者の開拓、周辺施設・住民にも配慮した運営
・自主事業の参加申し込みHP受付
・利用状況を即時提供し空室の申込を取り込む
・展示風景をHPで紹介し利用団体への広報支援を行
う
・送迎車サービスを確実に運行

Ｂ Ｂ
　目標水準通り安定した施設運営が行
われました。

３　市民ギャラリー所蔵作品の適切な収
蔵、保管、調査、研究、発表、活用、展
示

◆収蔵庫内設備保守点検の実施：年２回
以上
◆日報とデータベースの管理
◆「アートヨコハマ」を活用した所蔵作
品の広報

・定期的な仮収蔵庫での所蔵品の点検と確認
　全所蔵作品＝約1,300点のデータの更新管理
・収蔵庫および収蔵庫周辺の環境維持管理
　収蔵庫内：清掃・空調管理と点検・消毒の徹底
　収蔵庫周辺：通路の消毒清掃、外の植込みの落葉
の収集清掃、空気環境調査
・計画的な所蔵品の修復
・所蔵品の維持管理、調査研究、作品データの更新
管理、収蔵庫の環境維持管理

Ａ

収蔵庫の年度内移送に向け、業務内外
に及ぶ収蔵庫内の環境維持管理に注力
し、作品移送に伴う全作品点検を移送
前と移送後に実施し、全作品の移送を
実現しました。

Ｂ

　目標水準通り業務が遂行されまし
た。さらに、全作品の収蔵庫への移送
にあたっては、必要な業務を適切かつ
着実に実施しました。

４　事業の実施・管理運営体制 ◆適切な人材の配置
館長１人、副館長１人、学芸・教育担当
（固有職員）１人、教育・貸館担当（固
有職員）１人、貸館担当（嘱託職員）１
人、施設管理担当（固有職員）１人、庶
務経理担当（派遣職員）１人、アルバイ
ト３人
◆関係団体との連携

適切な人材の配置、適切かつ効果的な勤務体制
　館長１、副館長１、職員８、臨時職員４を配置
　事務室スタッフ　常時５名以上
　設備管理スタッフ　開館時４名以上、閉館時１名

Ｂ Ｂ
　適切な人材の配置、適切かつ効果的
な勤務体制により、安定した施設運営
が行われました。

（3）維持管理目標 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考

１　保守管理業務 ◆教育委員会との綿密な連絡調整 保守点検
日常機器：エレベーター、シャッター、自動ドア
専門設備：電気設備、空調設備、消防設備

Ｂ

２　環境維持管理業務 ①仮収蔵庫
・学芸員による作業日ごとの目視点検および空調測
定の実施
・倉庫会社との適宜確認
②収蔵庫
　学芸員による作業日ごとの目視点検および空調測
定の実施
③全館
　ビル管理設備担当者と計画的な空気環境測定の実
施

Ｂ

３　保安警備業務 ①日常点検
②業務日誌の作成
③警備会社との協力連携 Ｂ

４　防災等 ・独自マニュアルの作成及び防災訓練の実施
・所管消防署への届け出
・避難訓練：年2回
・貸館利用者への対応：避難路等の周知の徹底
・日常点検

Ｂ

５　緊急時の対応 ①緊急連絡網の作成
②ビル管理業務請負業者と日常的に対応を協議し、
徹底を図る Ｂ

６　光熱水費の削減努力 ・電気使用の節約
・利用者に対して節電・節水への理解を求めていく

Ａ
必要最低限の電源使用に努め、結果、
年間を通しての電気使用量は当初予算
より削減することができました。

７　施設予防保全 データ管理・備品類を整理整頓し、日常的な準備を
怠らない

Ｂ

（４）収支について 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考

１　指定管理料のみに依存しない収入構
造、経費削減や効率的運営の努力

◆企業等協賛金（現物提供含む）や
　広告掲載協力等による事業の充実化

◆公益財団法人の税制上メリットを
活かした寄付金獲得努力

◆広告料収入年間獲得目標
700,000円以上

・助成金・協賛金
　目標獲得額200,000円

・広告料
　目標獲得額396,000円

Ｂ Ｂ

　広告料収入が目標を下回っています
ので、次年度以降は目標水準を達成す
ることを望みます。
　一方で、助成金・協賛金が目標を上
回っており、評価できます。

Ｂ

　移転後初めて年間を通しての運営に
あたって、必要な業務の確認を実施
し、適切な施設管理が行われました。
目標水準通り業務が実施されましたの
で、引き続き適切な運営を行ってくだ
さい。
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２   経費削減及び収入増加策について ◆展示室利用料収入年間平均目標
12,090,600円

◆企画展への助成金年間獲得目標
　1,100,000～3,000,000円

◆事務経費削減の努力

・展示室・アトリエ室の利用料及び附帯設備使用料
収入
　目標11,218,000円

・助成金・協賛金
　目標獲得額200,000円

・適正な内容の仕様書の作成
・入札・競争見積による業者の決定
・光熱水費をはじめ諸経費の節約

Ｂ Ｂ

　講座料収入及び目的外利用収入が目
標を下回っています。次年度以降は目
標水準を達成することを望みます。
　一方で、助成金・協賛金及び施設利
用料収入が目標を上回っており、評価
できます。

（５）PDCAｻｲｸﾙ 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考

1．　日報及び月報の作成・管理
・日報、月報を作成する
・日常業務の中でPDCAサイクルを推進することで、
短いサイクルでの早い対応・改善ができるよう努め
る

Ｂ

2．　業務計画書及び業務報告書の作
成・管理 定められた様式に沿って作成し、管理する Ｂ

3-1．　業務評価（モニタリングの実
施） 翌月に当該月分のモニタリングを実施 Ｂ

3-2．　業務評価（自己評価の実施）
・年度末に自己評価の実施
・満足度調査や利用者から頂く意見を元に自己評価
の実施

Ｂ

3-3．　業務評価（第三者による評価の
実施）

（６）指定期間終了にあたっての
業務

特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考

1.　業務の引き継ぎ等

2.　原状回復義務

3.　備品及び文書等の取扱い

（７）留意事項 特記（提案事項要旨） 目標水準（年度計画） 自己評価 備考 行政評価 備考

1.　保険及び損害賠償の取扱い

・施設賠償保険を適切に掛け、必要時に備える
・事業開催時には不定期臨時雇用保険、横浜市ボラ
ンテイア保険を掛け、必要時に備える

2.　法令の尊守と個人情報保護

横浜市個人情報保護条例等に基づき遵守し、利用者
および関係者の個人情報を適正に取り扱う

3.　情報公開への積極的取組
情報誌「横浜画廊散歩」「ヨコハマ・ギャラリー・
マップ」「アートヨコハマ」及びホームページを活
用し積極的な発信・情報公開を心掛ける

4.　市及び関係機関等との連絡調整

・横浜市への迅速な情報提供と綿密な協議：随時
・美術関係機関や関連施設との機動的な連携：随時

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

 (1) 倉庫に収納してある展示備品の貸出に際し、
申請書および許可書を策定し、適切な利用貸出を行
う
 (2) 市長に対し行政財産の目的外使用の申請を
し、許可を受ける。
 (3) 名札を着用する
 (4) あらゆる差別を排除し、人権を尊重する管理
運営を行う
 (5) 周辺住民に配慮した運営を心掛ける
 (6) 横浜市の文書管理規定を遵守する。個人情
報、帳票類は細心の注意を払い適正に管理する
 (7) 横浜市及び神奈川県が策定する基準等を遵守
する
 (8) 市との協議の上、迅速に対応する

　PDCAサイクルを推進して、引き続き
継続的に業務の改善を図ることを期待
します。

Ｂ

Ｂ Ｂ
　目標水準通り業務が遂行されまし
た。

Ｂ Ｂ
　業務の基準等に基づき、適切に業務
が遂行されました。
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