
横浜市民ギャラリーあざみ野
第三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

（左記の理由）
行政評価

総括コメント
（左記の理由）

1.横浜市北部地域における文化芸術活
動の拠点施設として、地域の特性を活
かしながら市民の創造性ある活動に
よって魅力あるまちづくりに寄与する
取り組み。

2.男女共同参画センター横浜北との複
合施設という特性を踏まえ、様々な違
いを超えて、人々が集まり交流できる
場となるよう、文化芸術のもつ創造性
を活かした取り組み。

1.３つの異なる企画展
と子ども、市民それぞ
れのニーズに応える、
多彩な参加プログラム
を実施する。併せて、
行政や自治会と一緒に
行う活動も行う。

2.センター北との共催
事業を実施する。

１．文化芸術活動の拠点
・企画展と関連ワークショップ、市民交流イベント
　　子どもを対象とした、こどもぎゃらりぃ2015
　　アートのいまを紹介する、コンテンポラリー展
　　カメラと写真に特化した、フォト・アニュアル展
・対象年齢を細かく設定した、子どもワークショップ
・中学生以上を対象にする、市民向けプログラム
・DanceDanceDanceに連携したワークショップ

２．センター北との共催事業で賑わい創出
　あざみ野サロン
　ロビーコンサート
　アートフォーラムフェスティバル
　ミニ展示

Ａ

企画展やワークショップ、イベントを
目標より数多く実施。横浜北部の文化
芸術拠点としての役割を果たし、魅力
ある街づくりに寄与しました。企画展
の集客数、ワークショップへの応募者
数などから、アートに関心がある市民
が増えていることが感じられます。

アートフォーラムの10周年にあたり共
同してPRに努めました。開館記念イベ
ントであるアートフォーラムフェス
ティバルでも、例年以上に多彩な企画
を組み大勢の市民を迎えることができ
ました。

B

　アトリエのコマ単位及び日にち単位の
利用率等、一部に未達成の項目はありま
すが、概ね目標を達成しています。ま
た、講座やワークショップ等の実施回数
が目標を上回っている事業が複数みられ
ることが評価できます。横浜市北部地域
における文化芸術活動の拠点施設とし
て、適切に運営しており、評価できま
す。
　今後も引き続き男女共同参画センター
北と連携しながら、地域における文化芸
術活動の拠点として、円滑な施設の運用
とサービス向上に努めてください。

※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
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）

市民の文化芸術活動の支援

①初心者から専門性の高
いものまで、幅広い美術創
作プログラムの実施

②生活の中にあるアートに
着目した「あざみ野カレッ
ジ」の実施

③レクチャールームを活
用した舞台系、映像系事
業に取組み、賑わい創
出、新規顧客開拓を図る

④派遣型、市民協働型ア
ウトリーチ事業でアートを
出前し、市民交流、まちの
賑わいづくりに取り組む

① 市民のための講座
　　年間10コース以上
　　延べ参加者数700人以上
　　平均顧客満足度4.6以上（5点満点）

② あざみ野カレッジ
　　延べ参加者数150人以上
　　平均顧客満足度4.5以上

③ あざみ野サロン
　　音楽、映像、他舞台系事業
　　各1事業以上実施

④ 地域アウトリーチ、賑わい創生
　　2回以上

Ａ

事業数、集客、満足度全てにおいて目標
より上回りました。応募者数も多く、市民か
ら支持されています。あざみ野サロンは、
レクチャールームの使用に制限が設けら
れたため一部会場を移して開催。会場に
見合った映像作品を選定するなど、計画
を修正して実施しました。

① 市民のための講座
　　年間：12コース
　　参加者数：延 815人
　　平均顧客満足度：4.84
② あざみ野カレッジ
　　参加者数：延 241人
　　平均満足度：4.65
③ あざみ野サロン
　　事業数：年間 6事業
　　音楽：2、映像：2、落語：1、講演；1
④ 地域アウトリーチ
　　賑わい創生：4回

Ａ

　 「市民のためのプログラム」及び「あざみ野カ
レッジ」の参加者数や平均満足度が目標を上
回っています。特に「あざみ野カレッジ」では目
標を大きく上回る参加者数となりました。「あざ
み野サロン」及び「地域アウトリーチ事業」の実
施回数についても目標を上回っており、評価
できます。

子どもたちをはじめとする次世代育
成

①②企画展の実施

③自由参加型ワークショッ
プで、創造の喜びと世代
を超えた交流を実現

④子どものための造形プ
ログラムの実施

⑤「芸術文化教育プログラ
ム」に参加して行う、アウト
リーチ事業の実施

⑥先生のためのワーク
ショップの実施

① 「あざみ野こどもぎゃらりぃ」
　　夏休みの２週間　　（企画展）
　　来場者3,000人以上

② 身体表現ワークショップの実施　1回以上

③ 子どものためのプログラム
　　親子のためのフリーゾーン、
　　障がいのある子のための造形ピクニック
　　延べ参加者数8,500人以上

④ 子どものためのプログラム：ワークショップ
　　10講座以上
　　延べ参加者数500人以上
　　平均満足度4.6以上

⑤ アウトリーチ　3校以上

⑥ 先生のためのワークショップ　１回

Ａ

事業数、集客、満足度全てにおいて目標
より上回りました。特にフリーゾーンは、子
どものやりたいを延ばし集中力を高めると
の評価を得、参加者が増えています。

① 「こどもぎゃらりぃ2015」
　　7/31～8/9
　　来場者数：3,583人
② 会期中のワークショップ
　　身体表現： 2事業/4回
　　その他： 3事業
　　※事前アウトリーチほか： 4事業
③ フリーゾーン： 37回
　　造形ピクニック： 12回
　　参加者：延 10,773人
④ ワークショップ
　　年間 16講座
　　参加者：延　631人
　　平均満足度：4.80
⑤ 学校アウトリーチ
　　年間： 4校
⑥ 先生のためのWS
　　年間： １回

Ａ

　 「あざみ野こどもぎゃらりぃ2015」の来場者数
や事業数、「子どものためのプログラム」の参加
者や講座数等が目標を上回っており、評価で
きます。
　子どものためのプログラムの参加者は10,773
人となり、多くの子どもたちにアートの体験を提
供しました。今後も文化芸術の体験の場の提
供や、学校現場での次世代育成のサポート等
により、子どもたちをはじめとする次世代育成
を促進することを期待します。

アーティスト・クリエーターの支援と創
造性を活かしたまちづくり ①企画展関連講座、ワー

クショップを実施し、市民
を巻き込んだ支援の相乗
効果を図る

②③④⑤⑥小規模展示に
よる若手アーティストや障
がい者アートの紹介。アー
ト作品や生産物・農作物
の販売

⑦アートフォーラムあざみ
野の特徴を活かしたプロ
グラム、共催事業の実施

⑧アートサポーターとの連
携強化、大学連携の取り
組み

① 企画展２企画で、関連事業４回

② ショーケースギャラリー　４回

③ フェローアートギャラリー　４回

④ あざみ野マルシェ/アートワゴン　　8回以上

⑤ ロビーコンサート　24回

⑥ ジュニアコーラス　１コース

⑦ アートフォーラムフェスティバル2015
　　参加30団体以上
　　来場者3,000人以上

⑧ 大学連携事業　3回

B

企画展関連講座やアーティストトークな
ど、アーティストと市民とが交流する場を数
多く設けました。他については、計画どお
り実施しています。

①企画展と関連事業
・ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰvol6 「もう一つの選択」
　関連事業： 8事業/9回
・ﾌｫﾄ･ｱﾆｭｱﾙ
　「石川竜一展」、「自然の鉛筆を読む」
　関連事業： 7事業/8回

障がい者アートに取り組んできた実績か
ら、NPO法人スローレーベル主催の「厚労
省 障害者の芸術活動支援モデル事業」
に協力委員として参加。講座をもつなど、
外部との連携を深め、ネットワークを強化
しました。

B

　２つの企画展における関連事業数や、アート
フォーラムフェスティバルの参加団体数及び来
場者数等、目標を上回っている事業がみられ
ます。目標水準を達成しており、評価できま
す。
　また、アートフォーラムフェスティバルの来場
者数は昨年度から増加しており、男女共同参
画センター横浜北との共催事業による賑わい
創出という目標に取り組まれていると評価でき
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。



横浜市民ギャラリーあざみ野
第三期指定管理者業務評価表（平成27年度分）

横浜らしい先進的な文化芸術の市民
への発信

①コンテンポラリーアート
を中核に、「横浜らしさ」、
「親しみやすさ」、「暮らし
しに身近な」をコンセプト
に発信

②ファスティバル事業との
連携

① あざみ野コンテンポラリー
　　　来場者3,000人以上
　　　平均満足度4.6以上

② アートなピクニック
　　（障がいのある方と無い方が一緒に楽しむ鑑賞会）
　　　2回

③ ダンスダンスダンス＠ヨコハマ2015との連携事業
　　　1回以上

B

計画ではこれまで紹介してきたアーティス
トの近作・新作を紹介する展覧会としてい
ましたが、いま注目の日本と中国のアー
ティスト6名を紹介するグループ展に内容
を変えて開催。注目度をあげました。他は
計画どおり実施。

① ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰvol6「もう一つの選択」
10/17～11/8
来場者： 3,513人
平均満足度： 4.66

昨年度の展示作品《ein Wald von
Daxophone－ダクソフォンの森》（内橋和
久）が、平成27年度文化庁海外メディア芸
術祭等参加事業のインド企画展に再現展
示され、現地で設営及びテクニカルを担
当しました。

B

　あざみ野コンテンポラリー展は来場者数及び
平均満足度が目標を上回っています。アート
なピクニックとダンスダンスダンス＠ヨコハマ
2015との連携事業は目標通り実施されました。

カメラ・写真コレクションの展示・保
存・調査研究・教育普及

①貴重なカメラ・写真コレ
クションを活用し、広く鑑
賞に提供
②写真表現の現在を紹介
し、新たなカメラ・写真文
化を創造・発信
③適切な保管、修復と履
歴のデータベース化で次
世代に引き継ぐ
④来歴、用途、被写体等
が未調査の資料の調査・
研究を行い、調査研究の
結果を発表
⑤コレクションを活用した
講座の実施、制作体験で
教育普及を図るほか、親し
みやすく、広く市民に紹介

① コレクション展+写真企画展（あざみ野フォト・アニュアル）
　　　1回（2月）
　　　来場者3,000人以上
　　　平均満足度4.6以上

② ロビーでの展示　GALLERY IN THE LOBBY　4回

③ データベース整備
　　　カメラ；完了
　　　カメラ以外；90％

④ ワークショップ、講座の実施

⑤ ＨＰや情報誌のコラム等の活用

Ａ

世界で最初の写真集『自然の鉛筆』を紐
解きながら、技術の進歩や写真のメディア
としての展開を探る展示と、本年度木村伊
兵衛写真賞、日本写真協会賞新人賞を
続けて受賞した注目の作家、石川竜一の
最初期のフォトグラムから最新作まで余す
ところなく紹介する個展を開催しました。
開催期間中に完全日本語訳『自然の鉛
筆』が出版されたこともあり、注目を集めま
した。

①あざみ野フォト・アニュアル
　「石川竜一展」「『自然の鉛筆』を読む」
　1/30～2/21
　来場者： 5,851人
　平均満足度： 4.56
⑤収蔵作品の活用
　　・貸出：3件、熟覧：1件、執筆：1件
　　・「アートあざみ野」コラム掲載： 4回
　　・HP公開のためのデータ調整作業：
100点

Ａ

　コレクション展の来場者数が目標を大きく上
回っており、高く評価できます。アンケートの平
均満足度が僅かに目標に達しなかったため、
今後は平均満足度が目標を達成するよう取り
組まれることを期待します。
　その他の事業については目標通り実施され
ました。今後もカメラ・写真コレクションのデータ
ベース整備や、カメラや写真制作の関わる
ワークショップ及び講座の実施等を継続するこ
とで、カメラ・写真コレクションのさらなる普及に
努めることを望みます。

（2）運営目標
特記

（提案事項要旨）
自己評価
(期末振返り)

行政評価
コメント

（左記の理由）

市民の文化芸術活動の支援
①展覧会や市民活動を広
報で応援

②ご利用の方、検討中の
方、抽選に外れた方への
お手伝い（コンシェルジュ
の役割）

③施設情報提供や制作活
動支援による利用者サー
ビス

アンケートによる
　　展示室利用者の満足度
 　　4.6以上

B

施設HPのトップページに展覧会情報を掲
載し写真をアップする、案内ハガキ専用
の棚を作る等、広報面でのサポートを新た
に行いました。アトリエ利用についても、活
動情報を掲載しています。また、お問合せ
やご要望に対応し、利用者サービスに努
めました。

B

　展示室の平均満足度は4.7と目標を上回りま
した。
　施設利用者への新たな広報協力が実施され
ています。今後も引き続き利用者への各種支
援が継続されることを期待します。

利用料金の考え方と具体的な料金
設定、支払方法や割引料金・減免等
の運用方法

①貸出し規約の見直し
②利用料金割引の導入
③利用料金減免対象の見
直し

・展示室目標利用率：100％を維持
・アトリエ目標利用率：
    　日にち単位　93％
   　 コマ単位　61％
    　夜間コマ利用率　34％。

B

夜間利用率は微増したものの、全体利用
率目標を達成することができませんでし
た。利用促進を図るため、利用しやすい
制度や割引について案をまとめ、提出・検
討しました。

展示室　99.75％
アトリエ　日：87％、コマ：59％、夜間：38％

Ｃ

　アトリエの夜間コマの利用率以外は目標水
準を下回ったためＣとします。今後も引き続き
利用促進のための取組みを実施し、目標水準
を達成するように努めてください。

利用者のニーズ・要望・苦情等への
対応

①アンケートや意見徴収
の実施
②要望や苦情への対応、
運営改善

① 認知度調査の実施
  　市北部での認知度向上 24％以上

② 利用者の苦情、意見の情報共有を行い、運営改善を図る

Ｃ

認知度調査は、業者と検討して隔年調査
が有効と判断。28年度実施に変更しまし
た。
アートフォーラム全体でクレームや意見を
共有、対応策を協議。迅速で公平な運営
改善を実現しました。

Ｃ
　引き続き適切な運営を行ってください。次年
度実施の認知度調査に向け、認知度向上の
ための取組を推進することを望みます。

（3）維持管理目標
特記

（提案事項要旨）
自己評価
(期末振返り)

行政評価
コメント

（左記の理由）
施設及び設備、備品の維持保全及
び管理、小破修繕への取り組み

①建物設備の長寿命化、
機能維持を図る
②建物・設備の保守点
検、清掃の実施
③適切で効率的な維持保
全・管理により、良好な状
況を維持
④維持管理経費の適正
化。経費削減についての
方策検討

① 展示室壁面塗り直し　年１回

② 「業務の基準」「維持保全の手引き」「施設管理者点検マ
ニュアル」に基づく点検、法定点検、清掃の実施

③ ＡＥＤ研修　年1回
   年間無事故
 　快適な環境を維持
   修繕必要箇所に迅速に対応

④ センター横浜北、管理会社との検討会　年1回

B

設備管理業務を専門業者に委託し、横浜
市が策定する手引きやマニュアル、業務
の基準に沿って、専門的な知識に基づく
施設管理を行っています。開館10年を超
え、不具合箇所が急激に増えたため、年3
回不具合リストを作成して検討。修繕の優
先順位や時期、対応策を検討しました。ま
た、自ら修繕できるものは速やかに対応し
ました。

カメラ・写真コレクションの適切な収
蔵、保管

適切な収蔵庫管理の実施
　温湿度管理、空気測定、
喰害虫調査など

① 24時間温湿度管理　20℃±2℃、50％±2％
② 空気測定　ｐｆ値を定期測定し、適正なｹﾐｶﾙﾌｨﾙﾀｰを設置
③ 文化財喰害虫生息調査　年8回
④ 庫内点検、定期清掃　月1回
⑤ 専門機関との協力連携

B

事故防止策・緊急時（防犯）の対応、
防災に対する取り組み

①事故防止
②緊急時（防犯）対策
③防災に対する取り組み

① 各種マニュアルの見直しを常時行い、必要に応じて更新・
改訂
② スタッフの定期的なマニュアル確認を図る
③ センター横浜北との合同防災訓練　年2回
④ 帰宅困難者一時滞在施設の対応訓練　年1回

B

個人情報保護・情報公開、人権尊
重、環境への配慮、市内中小企業優
先発注など、本市の重要施策を踏ま
えた取組み

①個人情報保護・情報公
開
②人権尊重
③環境への配慮
④市内中小企業への優先
発注

① 研修実施
　　マニュアルの見直し　年1回
② （人権啓発研修）
③ ごみの適切な分別と削減
　 ごみの持ち帰りを原則にし、必要な場合には有料廃棄（処
理料負担）
　 電気・ガス使用量　前年度並みに抑制
④ 指定等が無い場合、原則市内業者に発注

B
平成28年1月施行にあわせ、マイナン
バー対応マニュアルを作成し、研修を実
施しました。

B
　目標水準通り業務が遂行されましたので、引
き続き適切な運営を行ってください。
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（4）職員配置・育成、
　　管理体制について

特記
（提案事項要旨） 目標水準（年度計画）

自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
運営組織の構造、開館時間の勤務
シフト、休館日設定 B

必要人材の配置と職能、主要人材の
能力担保、育成

①専門職員、管理・運営
職員に適切な人材を配置
②育成と研修
③自己評価サイクルの活
用

①館長(1)、副館長(1)、職員(8)、臨時職員(3～5）
② 早番(2)、遅番(2)の勤務体制
③ 専門研修、職場内研修、目標管理(MBO)による人材育成
等

B
主席学芸員を配置し、企画力・発信力を
高めるとともに、OJTを強化しました。

（5）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
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
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

①指定管理料のみに依存
しない収入構造
②助成金・協賛金等の獲
得

① 利用料金収入、負担金収入：1,300万円以上
② 助成金　2件以上申請
　 助成金、協賛金・広告料等：200万円以上
③ 企画展関連販売に伴う手数料確保
　 ・サービス向上とともに収入増を図る

B

②については、目標額を下回る結果となり
ました。助成金は獲得できませんでした
が、石川竜一展の写真パネル作成や作
家・キュレーター渡航費などの現物協賛を
得ることができました。
①②合計、1,529万円
①1,300万円←1,354万円
②200万円←175万円（12.5％未達）

B

　利用料金収入及び負担金収入の合計額が
目標を上回っています。
　一方で、助成金、協賛金及び広告料等が目
標を達成していませんので、引き続き助成金、
協賛金及び広告料等の獲得に積極的に取り
組み、目標を達成するようにしてください。

（6）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
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）

1．　日報及び月報の作成・管理 要項、業務の基準に定めるとおり B

2．　業務計画書及び業務報告書の作成・
管理

要項、業務の基準に定めるとおり B

3-1．　業務評価（モニタリングの実施） 要項、業務の基準に定めるとおり B

3-2．　業務評価（自己評価の実施） 自己評価サイクルの活用
年間業務計画の自己評価を実施
インターネット調査、事業の個別評価、満足度調査を実施

B

3-3．　業務評価（第三者による評価の実
施）

外部専門家による第三
者評価の実施

（7）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
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）

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

（8）その他
特記

（提案事項要旨） 目標水準（年度計画）
自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）

1.　センター横浜北等との協働

①女性ｱｰﾃｨｽﾄの紹介、
支援
②子供たちへの男女共
同参画意識の啓発と
アートに関わる仕事体験
③アーティスト、障がい
者、地域で活躍する女性
たち、市民団体の企画参
加、地元音楽家等による
賑わい創出
④近隣店舗/施設との協
力

① 女性アーティストの紹介、支援
② 職業体験、インターンシップの受入れ
③ アートワゴン＆あざみ野マルシェ(ｱｰﾃｨｽﾄ、福祉団体支援）
④ まんなかのパン屋さん(福祉団体支援）
⑤ アートプラザのお弁当屋さん(地域で活躍する女性、地産
地消）
⑥ 市民の企画提案、参加
⑦ 地元アーティストの出演、紹介　　以上、既出
⑧ 広報協力や優待によるサービス向上
　 周辺施設との周遊性向上

B B

　目標通り業務が実施されています。目標水
準を達成しており、評価できます。今後も男女
共同参画センター横浜北との積極的な協働に
より、複合施設という特性を踏まえ、人々が集
まり交流する場となるよう引き続き取り組まれる
ことを期待します。

2.　積極的な広報を展開する。
広報媒体等の充実、
アートに関わる情報の提
供

① ホームページ更新　週１回以上
② ホームページアクセス件数　年間50万件以上
③ メールマガジン　月1回定期配信
④ 情報誌「アートあざみ野」　年3回発行
⑤ 企画展広報　交通広告　年3回
　　無料媒体（広報よこはま、ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ等）　月1回以上
⑥ センター横浜北との合同広報会議　月1回

Ａ

HPに展示室の会場写真をアップするサー
ビスをはじめ、閲覧増、来場者増につなが
りました。3期初年度にあたり主催事業を
増やしたことから、情報発信をきめ細やか
に行いました。

①HP更新　週 1回←週 3回程度
　アクセス数　TOP：　50万件←94.8万件
④「アートあざみ野」　3回発行←4回発行
⑤有料広報は交通広告に限定せず、3回
実施
　　無料媒体+ラジオ　月平均 9回、年
111回
⑥通年、チラシに10周年ロゴを使用。館
内にも掲示して開館10周年をPR

B

　概ね目標を上回る実施内容であり、評価でき
ます。特に、ホームページのアクセス件数が目
標を大きく上回っており、高く評価できます。ま
た、無料媒体への情報の掲載等、積極的に広
報が実施されており、情報発信に一定の効果
があったと考えられます。今後も充実した広報
を積極的に展開することにより、利用人数の向
上が図られることを期待します。

（9）留意事項
特記

（提案事項要旨）
目標水準（年度計画）

自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）

1.　保険及び損害賠償の取扱い 要項、業務の基準に定めるとおり B 人・物ともに賠償等なし

2.　法令の尊守と個人情報保護 要項、業務の基準に定めるとおり B

3.　情報公開への積極的取組 要項、業務の基準に定めるとおり B

4.　市及び関係機関等との連絡調整 要項、業務の基準に定めるとおり B

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

要項、業務の基準に定めるとおり B

B
　目標水準通り業務が遂行されましたので引き
続き適切な運営を行ってください。

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。

B
　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。
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