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横浜市市民文化会館　関内ホール
　第二期指定管理者業務評価表（平成27年度分）

1．質の高い芸術文化の鑑賞機会を提供
し、市民はもとより市外からも観客を誘
致することによる、関内・馬車道駅周辺
や伊勢佐木町も含めた関内地区の賑わい
の中心拠点の確立

2．馬車道地域の一員として、町内会・
商店街組合への加入や、地域活動への協
力

◆市内の芸術・文化団体の発表や創作活
動の場となり市民が文化の拠点施設とし
て利用できる環境づくりをさらに進める

◆都心部他館との棲み分けを図り、市民
が気楽に多彩なジャンルの芸術文化に触
れ、都市生活を充実させるための中核施
設として質の高い鑑賞機会を提供する

◆企画段階から市民が参加する事業に積
極的に取り組むなど会館だけでなく市民
メディアなどとも連携し、市民とのパー
トナーシップを強化する

◆周辺地域との連帯を一層進め、ホール
公演だけでなく地域と一体となった“馬
車道アートフェスタ”の実現など「街の
賑わい」「創造界隈」形成に寄与する

◆メディアを用いた情報発信事業をさら
に充実させるとともに市民メディアなど
とも連携し、情報交換を通じて業務を推
進するIT時代の新たな会館像を創造する

　2期目指定管理期間の最終年となる平成27年度は、2期の管理期間を
通じて作り上げた「市民参加の仕組み」と「文化団体や地域との連
携」の拡充を更に進め『市民が“創り”“楽しむ”文化のポータル施
設』として、より一層地域に根差すよう努めていきます。
  また、運営計画全体における現状の検証を踏まえた上で次年度以降
の指定管理期間に向けた運営ビジョンを、より明確に具体化していき
ます。

【第２期指定管理期間の総括】

 今期の目標として掲げた「市民が気軽に多種多様な芸術文化に触れること
を目的としたポータルサイト（入口）施設」という会館像のもと、共同事
業体の専門分野である“テレビ・IT”などのメディアを最大限活用し、前
期間中に構築したさまざまな取り組みについて更なる発展・充実を図ると
ともに、引き続き多くの市民が“文化的活動や鑑賞”を通じて、多種多様
な芸術文化に触れられる環境づくりを進めました。特に今期中は、前指定
管理期間から取り組んできた「市民参加」「地域連携」「若手アーティス
ト並びに、芸術文化団体支援」を目的とする新たな事業の立ち上げや、既
存事業について内容を拡大するなど、取組みの方向性をより明確にしまし
た。加えて、第２期指定管理期間の達成目標であった地域一帯との連携に
よる大規模な文化的イベント「馬車道まつりアートフェスタ」の定期開催
を、地元馬車道商店街との協働で“市民”“若手アーティスト”“芸術文
化団体”“周辺地域”を交えた集大成事業として実現したほか、鑑賞事業
の分野においては企業や劇団、芸術文化団体など幅広いネットワークを駆
使し、地域やホールの特性に合った話題性の高いアーティストを中心に、
毎年40本以上の公演を実施するなどリピーターの促進に努め、地域の賑わ
いづくりと経済効果に大きく貢献することができました。
　また、運営業務においては、専門知識を持つスタッフによる利用者サ
ポートである“ステージコンシェルジュ”を中心に、各種割引や利用延長
を引き続き実施するとともに、日常的なPDACサイクルによる運営全般の逐
次改善に取り組み、一層の利便性向上に努めました。
　運営全般において今期の計画通り実行することができ、目標を達成する
ことができました。

＜平成27年度の総括＞

 第２期指定管理期間の最終年となる今年度は、これまで基本方針として取
り組んできた“市民参加”“地域連携”“若手アーティスト並びに、芸術
文化団体支援”などをテーマとするさまざまなシリーズ事業の拡充や、
ホール設備・地域特性を生かした多彩なジャンルの魅力溢れる鑑賞事業の
実施に加え、共同事業体の専門分野である“テレビ・IT”などメディアを
生かした情報発信と長年の管理経験を生かした細やかな館運営により、地
域における“文化と賑わいの中心拠点”としての役割を果すことができま
した。また、今年度は次年度から始まる“第3期指定管理期間”へ向けた新
たな取り組みについて更に具体化を進めました。
　今年度の稼働率は大ホール93％（前年比‐2％）、小ホール86％（前年比
-4％）と大ホールについては前年比2ポイント減、小ホールについては4ポ
イント減という結果となりました。減少の要因としては、貸館抽選による
大・小ホール間の音漏れに伴う利用制限の影響と分析しています。例年に
比べ僅かながら稼働率を下げましたが、引き続き上限に近い稼働率を維持
することができました。
  また、リハーサル室については、目標稼働率を高く設定したこともあり4
部屋とも目標を達成することができませんでしたが、近年稼働の高い1号室
と4号室については横ばい状況、最も稼働の低かった2号室と3号室について
は前年比5%程度の上昇が見られるなど、広報強化による一定の成果が現れ
ています。更なる稼働率向上については次年度以降の課題とし引き続き取
り組んでいきます。
　年度当初は、老朽化による修繕費の増加や光熱費の上昇による赤字収支
が懸念されましたが、経営努力による利用料収入ならびに事業収入の増加
に加え、燃料費の下落による光熱費の減少により、最終的には若干の黒字
収支で終えることができました。

＜平成27年度の総括＞

　平成27年度は、第２期指定管理期間の最終年として、これまで培ってき
た、馬車道まつりアートフェスタ、馬車道あいすくりーむ発祥記念イベン
トなどの馬車道商店街との連携事業、SOULMATICS のゴスペルなどのワーク
ショップ事業、ひだまりコンサートなどの市民参加型事業など関内ホール
独自の多彩な事業を継続して実施できました。広報も幅広く実施できてお
り、市民の文化に触れる機会の創出に貢献できています。
　収支においては、事業支出が予算比167％となりましたが、それに対応
し、事業収入も153％となっており、利用料収入についても約400百万の増
となり施設運営の努力の結果として評価できます。

【第２期指定管理業務総括】

　第２期指定管理期間の５年間において、提案で掲げたメインテーマであ
る「地域・市民との連携」では、馬車道商店街と連携した馬車道まつり
アートフェスタを25年度から実施し、様々なコンサートからワークショッ
プ等、地域と協働した賑わいづくりに貢献し、着実な成果を上げました。
また、「メディアの活用」では、ビデオフォーラムで年間40本以上のタイ
トルを配信し、テレビスポットの制作など構成団体の強みを活かした取組
ができました。
　施設管理においては、平成24年度における外部評価でも評価されたよう
に、きめ細やかな清掃など適切な管理が実施できました。
　第２期指定管理期間を通じて、地元馬車道商店街、市民、文化団体など
との繋がりをより強固にし、地域になくてはならない施設になっているこ
とを評価します。

＜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

◆利用者へ「サポーターズ倶楽部」によ
る優先予約の適用（市民文化団体支援事
業：年間6~事業）等運営面や利用の際の
支援

◆文化活動すそ野の拡大のためのワーク
ショップの定期的な開催

◆「市民参加型事業」の継続的な実施

BB

①今年度は計画を上回る12事業の実施について、公演実施に向けた、さま
ざまなサポートを行うなど、市民文化団体の発表や練習を支援し、指標を
達成しまた。

②計画を上回る6事業を実施し、指標を達成しました。幅広い年齢層100名
が参加する恒例の「ゴスペルワークショップ」や、子供向けの工作ワーク
ショップ、楽器体験ワークショップなど、幅広い多くの市民が気軽に参加
できる機会を提供し指標を達成しました。

③今年度は計画通り5事業を実施し、指標を達成しました。6度目の開催と
なる「関内ホール1日オープンデー」のほか、客席参加型合唱コンサート
「陽だまりコンサート」を4公演、幼児向けクラシックアンサンブルコン
サート「よちよち ひなたぼっこコンサート」を2公演実施しました。更に
今年度は、横浜市が3年に1度の周期で実施している「横浜アクション芸術
事業」の開催年にあたり、一般公募の「市民ダンスフェスティバル」を実
施するなど、市民参加を主体としたさまざまな事業に取組み、文化的活動
への参加の機会を促進しました。

1.市民の芸術文化活動の発表・創造的活
動のための場の提供

①市民文化団体支援事業の実施
□10事業の実施を支援する

②ワークショップ事業の実施
□ワークショップ3事業を実施する

③市民参加を主体とする事業の実施
□5事業を実施する

2.市民に対する演劇、音楽その他の芸術
文化の鑑賞機会の提供

◆各月2回以上、ジャンル別に年間を通
じてバランスのとれた構成による舞台公
演の共催・協力事業の実施

◆ホールプロモーション事業（年間25～
28公演実施）

◆フェスティバル事業（街のにぎわい作
り事業）（年間４～５公演実施）

◆アーティスト支援事業（年間４～５事
業実施）

◆市民参加型鑑賞事業（年間３～４事業
実施）

①ホールプロモーション事業の実施
□バラエティー・エンタメ系事業８事業を実施する
□コンサート系事業15事業を実施する
□演劇・ミュージカル・舞踊系事業５事業を実施する

②フェスティバル事業の実施
□フェスティバル事業７事業を実施する

➂アーティスト支援事業
□アーティスト支援事業９事業を実施する

④市民参加型鑑賞事業
□市民参加型鑑賞事業を３事業を実施する

B

①今年度は、主催・共催事業で8公演、協力事業で49公演の合わせて57公演
を実施し、指標を達成しました。例年のレギュラー公演に加え、新たな
アーティストの公演についても積極的に誘致を行い、引き続き話題性の高
い人気公演をバラエティ、音楽、舞踊、演劇等、多種多様に実施し、市内
外から多くの来場者を呼び込むことでリピーター増に努め、地域の活性化
と賑わい創りに貢献しました。

②地域の定例イベント“馬車道まつり”開催期間（10/31～11/3）に合わ
せ、さまざまなホールイベントをタイアップ事業として開催する『馬車道
まつりアートフェスタ2015』を馬車道商店街協同組合との協働により4日間
の日程で実施しました。初日10/31は、横浜を拠点に活動するバトントワリ
ングチーム「横浜リトルメジャレッツ」の創立40周年記念公演を入場無料
の一般公募で実施、11/1～11/2にかけては、大・小ホールで吹奏楽、ジャ
ズ、クラシックなどの無料コンサートや、チャリティー落語会を実施しま
した。そして最終日の11/3は、今回で6度目の開催となる『関内ホール1日
オープンデー』を全館で実施しました。
　ホールではスティールパンの楽器体験コンサートや、トランペット作り
ワークショップを、リハーサル室では親子で参加する「手作り新聞紙バッ
グ」など、各種工作ワークショップを実施したほか、玄関前広場では若手
クリエイターによるバザーイベントを実施し、4日間の開催期間で、およそ
延べ7071名の来場者を呼び込みました。その他、例年通り「あいすくりー
む発祥記念イベント」や、「ガスライトフェスティバル」「セントラルタ
ウンフェスティバル」とい　った商店街や町内会との連携イベントにも積
極的に取組みました。
　また、例年通り「横濱ジャズプロムナード」「ヨコハマ映画祭」など、
横浜を代表するイベントの誘致や、多くの市民が参加できる「横浜国際ゴ
スペルフェスティバル」を開催するなど、地域に根差した継続性の高い事
業を多数実施し、周辺地域の活性化と文化振興に貢献しました。今年度は6
事業を計画通りに実施し、指標を達成しました。今年度は9事業を実施し、
計画通り指標を達成しました。

③コンテンポラリーダンス、バレエ、器楽、演劇、落語など、これからの
活躍が期待される新進アーティスト等の活動と公演実施を幅広くサポート
しました。公演事業については、ｔｖｋでスポット放送や昼の情報番組で
の告知出演を実施するなど、指定管理者の専門性を活かした取組により、
若手アーティストを全国に紹介しました。今年度は予定を上回る14事業を
実施し指標を達成しました。

④4か月間にわたり実施した「ゴスペルワークショップ」の修了公演を入場
無料の招待コンサートとして大ホールで開催したほか、公募による一般を
対象とした「市民ミュージカル」と、子供を対象にした「こどもダンス
ミュージカル」の2つの市民参加ミュージカルを実施しました。
市民参加を主体とした大規模な舞台公演づくりを企画し、多くの市民が文
化的活動に参加する機会を創出しました。今年度は計画通り3事業を実施
し、指標を達成しました。

A

　ワークショップ事業では、SOULMATICS のゴスペルワークショップ、１日
オープンデーでの各ワークショップなど、参加者の満足度が高い事業を実
施できています。
　市民参加型事業では、大ホールでの実施で引き続き好評を博している陽
だまりコンサートなど、継続して実施できていることを評価します。

　バラエティー・エンタメ系事業、コンサート系事業の実施では、計画の
２倍以上の事業を実施しており、主催の関内寄席では、いずれも高い集客
実績となりました。
　地域と協力したフェスティバル系事業では、第２期指定管理期間の目標
として提案された馬車道まつりアートフェスタが３回目の開催となり、着
実に地域に根差したイベントになりつつあります。
　また、アーティスト支援事業である馬車道ＳＰＬやゴスペルワーク
ショップ修了公演など、関内ホールならではの事業を継続して実施し、市
民に文化芸術の鑑賞機会を提供できていることからＡ評価とします。
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（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横浜市文化会館条例に基づき適切に施設を開館しました。今年度は、大
ホール稼働率93%（前年比-2%）、小ホール稼働率86%（前年比-4%）と、
大・小ホールともに前年比で若干の減少となりましたが、例年通りほぼ上
限に近い稼働率を維持することができました。目標に未達となった要因
は、貸館抽選による大・小ホール間の音漏れに伴う利用制限の影響と分析
しています。また、リハーサル室については、目標稼働率を高く設定した
こともあり、4部屋とも目標を達成することができませんでしたが、近年稼
働率の高い1号室と4号室は横ばい状況、最も稼働の低かった2号室と3号室
については前年比5%程度の上昇が見られるなど、広報強化による一定の成
果が現れています。更なる稼働率向上については次年度以降の課題としま
す。

②条例で定められた料金設定に基づき、適正な利用料金の徴収を行いまし
た。計画通り指標を達成することができました。

③年間を通じて優先利用枠を厳正に管理し、月毎の利用調整会議で横浜市
へ報告を行いました。また年間を通じて実施イベントに偏りが生じぬよ
う、できる限り実施時期の調整を行うなど総合的にバランスのとれた貸館
運営を実行することで公共施設としての公平性を保つとともに誰もが利用
し易い貸館提供を実施しました。計画通り指標を達成することができまし
た。

C
◆開館時間９時～22時

◆提案書に基づく利用料金の適切な徴収

①施設の開館について
□開館について
　開館日数339日
　開館時間9時～22時
□稼働率目標
　大ホール 96％
　小ホール 94％
　リハーサル室1 60％
　リハーサル室2 54％
　リハーサル室3 54％
　リハーサル室4 73％

②利用料金の適切な徴収
■条例で定められた料金設定に基づき、適正な利用料金の徴収を行う

③貸し館事業、自主事業のバランスある運営
■業務の基準に基づき優先予約を厳正に管理し、月ごとに実施される
利用調整会議で横浜市へ報告を行う

B

B 　講演会・集会の利用率維持目標を達成できています。ホームページでも
専門スタッフのサポートをＰＲするなどの取組を行っています。B

①公演に必要な生花、お弁当、舞台看板、映像機器などの各種手配をワン
ストップで提供する「ステージコンシェルジュサービス」や、専門知識を
持つスタッフによるきめ細かなアドバイス等により、集会・講演会の利用
をほぼ目標水準で維持することができました。大・小ホール共に概ね目標
利用率を達成し、指標を達成することができました。

②横浜市等が実施する市民向け、公共団体向け各種講演会や集会などに交
通至便な立地やホールの設備機能、大規模な収容力を生かし、公共施設と
して適切な施設提供を実施しました。また、ホームページで市民の関心の
高い内容の講演会・集会について協力を行っていることを公開し、実施支
援に関する応募を募集しましたが今年度は申し込みがありませんでした。
講演会、集会利用の促進については概ね計画どおり指標を達成しました。

①利用率の維持と新たな利用者開拓
□講演会・集会の利用率維持目標
　大ホール 年間41% （日）
　小ホール 年間34% （日）

②市民の関心の高い講演会・集会の実施
■行政が主催する講演会や集会、社会性・公共性の高い集会などに引
き続き優先枠を提供する
□市民の関心の高いテーマを扱った集会・講演会を１事業実施する

B
　ステージコンシェルジュの引き続きの実施、利用者アンケートの対応、
各種割引など、利用者視点に立った柔軟なサービスの提供ができていま
す。今後も継続した取組を期待します。

3.市民の集会や講演会利用への施設の提
供

◆利用率の維持

◆新たな利用者の開拓

◆市民に役立ち、関心が高いテーマを掘
り起こす

◆市民の要望に応じた優先利用の適用

◆市民の要望に応じた著名人の講演会の
実施

◆利用者へ「ステージコンシェルジュ」
「舞台専門スタッフ」「広報・広告」
「荷物の事前搬入」による利用の際の支
援

2.利用促進及び利用者サービスの向上

◆利用者へ「ステージコンシェルジュ」
による利用の際の支援

◆公演を録画するシステムの導入や積極
的な告知等による積極的な施設の利用促
進

◆利用者の利便性を考慮した延長時間の
対応（8時～9時、22時～26時）

◆支払いの際の、現金支払い・振込対応
に加え、カード決済の導入の検討

◆利用促進のための割引優遇制度の継続
及び導入

　各部屋とも稼働率目標を達成できていないためCとします。
　大ホール、小ホールでは音調整など要因もあるなか、継続して高い稼働
率を維持し、収入は確保しました。
　リハーサル室について、音響環境や採算性を考慮しつつ、稼働率向上の
ための取組みを期待します。

1.施設の提供

①ステージコンシェルジュの実施
■ステージコンシェルジュを引き続き実施する
□利用時間外や休館日を利用した専門スタッフによるきめ細かな施設
見学を年間100件以上実施する

②利便性の向上と利用促進への取組み
■利用者から要望の多い早朝1時間と深夜26時までの利用延長に引き
続き対応する
■来場者アンケート、事業アンケート、利用者アンケートを継続的に
実施することで利用者のニーズとクレームを把握し運営の改善に努め
る
■経年劣化の著しい一部の備品について更新を実施する
■利用者の利便性向上と災害時の対応を目的とした公衆無線LANアク
セスポイントの設置ついて周知を図る
■利用者用無線（優先）LAN設備設置について周知を図る

③割引制度の継続及び導入
■1ヶ月を切った利用に対する割引制度「遅割り」と、リハーサル利
用区分帯の料金を割引する「リハーサル割引」を引き続き実施する
■幼稚園、保育園などを対象とした「未就学児童割引」（利用料金
50％割引）を引き続き実施する
■「リハーサル室メンバーズスタンプカード」を引き続き実施する

B

①利用者向けサービスである「ステージコンシェルジュ」を引き続き実施
しました。利用者にもう一歩踏み込んだサービスの提供を目指して開始し
た「ステージコンシェルジュ」は、専門知識を持ったスタッフによるキメ
細かな施設見学から、ホールイ利用やイベントに関する相談、チケット販
売、インターネットを活用したサービスコンテンツの拡充、公演に必要な
物品（生花・お弁当・看板・映像機器）の取り次ぎなど、さまざまなサー
ビスに取り組み、多くの利用者から好評を得ています。今年度も計画通り
実施することができ指標を達成しました。

②各種アンケートなど利用者の意見を基に利便性の向上に努めました。利
用者から要望の多い利用時間の延長に引き続き対応したほか、ロビー用の
長机など経年劣化の激しい備品や、舞台道具を更新するなど利便性の向上
に努めました。また、既に敷設が完了している無線LAN設備について周知に
努めました。計画通りに実行することができ、指標を達成しました。

③「遅割」「リハーサル割引」「未就学児童割引」などの割引制度と、リ
ハーサル室のスタンプカード会員割引を、引き続き実施しました。計画通
りに実行することができ、指標を達成しました。
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3.組織的な施設運営

◆職員それぞれの職務を相互に補完する
運営の ため、情報共有を目的とした
「運営会議」（全職員対象）、ＰＤＣＡ
サイクルの実施を目的とした「責任者会
議」（責任者対象）の開催（月１回）、
指定管理者構成団体による「運営委員
会」の定期的な開催

◆適切な人材の配置 館長１人、副館長
１人、管理部長１人、管理部職員１人、
事業部長１人、 事業部職員6人、アルバ
イト4人、舞台技術5 人、施設管理17人

①運営に関する各種会議の実施
□職員間の情報共有を図るための「運営調整会議」を毎月1回実施す
る
□業務改善のPDCAサイクルの実施を目的とした「責任者会議」（各運
営セクション会議）を毎月1回実施する
□共同事業体各社のノウハウを関内ホールの運営に反映させるため、
各社代表による「運営委員会」を四半期ごと年4回実施する

②適切な人材の配置
■事務所に舞台及び舞台技術の相談員として舞台技術者を常時1名配
置する
■定例会議の実施や情報のサーバー共有により各職員が担当職のみな
らず相互に業務を補完することで効率的な運営を実施する
□職員配置
　館長 1
　副館長／管理部長 1
　事業部長 1
　管理担当 1
　経理担当 1
　事業担当 3
　受付担当 5

B

①各種会議を計画通り実行することで、引き続き職務の効率化や職員間の
情報共有に努めました。また、月次の責任者会議において問題点について
の意見交換を行い、日常的に取り組みました。計画通りに実行することが
でき、指標を達成しました。

②計画通りに実行することができ、指標を達成しました。JV各社から専門
分野の人材を適正に配置することや、サーバー共有による職務の相互補完
を実施することで効率的な運営を行うことができました。

B

4.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努力

◆収入全体の10%台を事業収入目標と
し、自助努力による収入増を目指す

◆事業費、事務費について職員全員が削
減意識を持ち経費節減に務める

①事業収入が全体収入のおよそ10%を目標とした年間実施事業計画を
作成し収入増を図る
□今年度は22事業を実施し、およそ2千5百万円の事業収入を目標とす
る

②コスト削減の徹底
■空調や照明などエネルギーの使用量を可能な限り節減し、光熱水費
の削減に努める
■事業費、事務費について職員全員が削減意識を持ち経費節減に努め
る

B

①主催事業について当初の計画を上回る事業数を実施したため、今年度は
目標値を超える3,633万円事業収入を達成することができました。当初の計
画を上回り、指標を達成しました。

②引き続き職員全員が省エネと経費節減に務めることでコスト削減を徹底
しました。計画通りに実行することができ、指標を達成しました

B
　収入においては、利用料収入、事業収入共に予算比増となっており、ま
た、支出においても光熱水費の削減など管理費が予算比減となるなど、全
体的の収支バランスにおいて指定管理料のみに依存しない収支構造への努
力が見られます。

◆年間10～15主催公演による、事業への
企業協賛金の獲得も含め、「積極的な事
業展開」により、収入全体の10％の事業
展開を図る

◆分析・見直し・意識化による「事業
費」「管理費」「事務費」のコスト削減
の徹底

◆デジタルサイネージ（電子看板）の会
館内設置・展示の事業化

◆主催・共催事業や馬車道ショートパ
フォーマンスライブなどでの企業協賛の
獲得

◆テレビ・スポットＣＭに特別料金を設
定

◆サポートスタッフ養成講座の開催とス
タッフ活用

◆会館玄関ロビーに馬車道商店街のＰＲ
スタンドを設置し地域情報を提供

◆「サポーターズ倶楽部」の活用や「遅
割制度」を導入し「施設利用件数のアッ
プ」による利用料収入のアップを図る

①適確な広報展開
主催事業についてテレビスポットを制作し、ｔｖｋで放送を行う
□今年度は主催事業14事業のスポットCMを作成し、ｔｖｋで放送を実
施する
□ｔｖｋの昼の情報番組内に関内ホールインフォメーションコーナー
枠を設け、施設の情報や主催・共催事業の告知を実施する。今年度は
3事業の放映を実施する
□ホールで毎月制作する「催し物ご案内」を市内280ヶ所（5,500部）
に定期配布する

②サポーターズ倶楽部の充実
□自主公演情報などを送付するメルマガ会員で累計2,000名の会員登
録を目指す
□公式ツイッターで3,800フォーロワーを目標とする
■関内ホール公式フェイスブックを継続する
■引き続きサポーターズ倶楽部で市民芸術文化団体等の活動支援を行
う

③デジタルコンテンツの集積と活用
□サポーターズ倶楽部を通じて実施した事業などの映像を10本以上収
録し、公式「You tube」ページ（関内ホールビデオフォーラム）から
配信を行う

④テレビ番組連動・収録公演の実施
□ｔｖｋの番組関連公演または収録公演を今年度は２事業を実施する
　＜実施事業＞
◎tvkアニメまつり
◎音楽番組連動企画コンサート

5.その他 B

①ホールで編集し、発行する「月刊催物案内」を引き続き、毎月定期的市
内280ヶ所（5500部）に配布したほか、同内容の情報を公式ホームページ、
メールマガジンでも配信しました。また、独自広報ツールとして、ｔｖｋ
の放送で今年度は主催20事業についてテレビCMを制作、放映したほか、ｔ
ｖｋ昼の情報番組では主催3事業について出演者をスタジオに招くなどトー
クを交えた事業告知を行いました。共同事業体の専門分野であるメディア
とITを広く活用し、関内ホールのイメージアップと利用者増に大きく貢献
することができました。計画通りに実行することができ指標を達成しまし
た。

②引き続き「関内ホールサポーターズ倶楽部」を推進し、市民芸術文化団
体や、若手アーティストと連携し、練習や発表などについてさまざまな支
援を行いました。計画通りに実行することができ指標を達成しました。

③横浜を拠点に活動する市民芸術文化団体や若手アーティストの発表など
の映像を収録し、アーカイブ化するとともに、ホームページ内の「関内
ホールビデオフォーラム」（公式「You tube」から配信しました。今年度
は計画を上回る40タイトルを追加しました。

④今年度は、ｔｖｋの番組連動公演3公演を実施しました。テレビやマスコ
ミでの露出を高めることで関内ホールの知名度の向上に貢献するなど、メ
ディア事業者を中心とする指定管理者の専門性を事業に生かすことができ
ました。

　多角的な広報展開ができました。
　月間催物案内をリニューアルし、館のイメージ向上に繋げることができ
ました。

B
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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 行政評価 備考

1.保守管理業務

□建築設備、舞台設備及び設備備品、舞台備品、ピアノの法定点検、
定期点検を「別表１」の通り実施する
■舞台、設備、事務消耗品等切らさないよう管理を実施する B

2.環境維持管理業務
■日常清掃、定期清掃、臨時清掃の確実な実施
公演等による清掃時間の延長に対応する
■高水準なゴミの資源化率について維持するよう努める

B

3.保安警備業務
警備員による館内巡回の実施
□１日４回（開館日のみ） B

4.予備う保全及び修繕
◆施設の適正な管理運営のため、現実的
な予算計上とその確実な執行

日常点検を通じ異常の早期発見するため、設備員による、館内巡回を
実施する
□１日２回
■不具合を発見した場合は、速やかに市に報告する

B

5.青少年育成センターに係る業務
■日常清掃、定期清掃、巡回警備、保守管理を実施する
□毎月１回、催事スケジュールについての情報交換を行う
□年２回以上防災訓練を実施する

B

6.店舗（６区画）に係る業務

□情報共有と運営改善のための6店舗連絡会を年2回定期的に開催する
■定期的にエアコンの消防設備の点検、店舗前の巡回警備、清掃を実
施する
■横浜市と公有財産賃貸契約を締結し、各店舗と賃貸借契約を締結す
る
■入居店舗が撤退した場合は市と協議の上、新入居者を選考する

B

7.施設の管理を行う上で必要な資格者の
配置

□電気主任技術者（３種）を１名選任する
□建築物環境衛生管理技術者を１名選任する
□特定産業廃棄物管理責任者を１名選任する
□甲種防火管理者を１名選任する

B

8.ESCOの事業に係る業務
■「ESCO」事業実施に協力する関内ホールが独自でもエネルギー削減
出来るか検討する
■報告会議等に出席する

B
（4）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
■各種日報を作成する
■月報を作成しモニタリング時に提出する
■各日報、月報を適切に管理保管する

2.業務計画書及び業務報告書の作成・管
理

■業務計画書（次年度の業務計画、収支予算）を作成し横浜市に提出
する
■業務報告書（前年度の業務報告及び利用実績、収支決算）を作成し
横浜市に提出する

3.業務評価（モニタリングの実施）
□定期的にモニタリング会議を実施し、横浜市へ運営状況の報告を行
う

4.業務評価（自己評価の実施）
◆ＰＤＣＡサイクルの実施を目的とした
「責任 者会議」（責任者対象）の開催
（月１回）

■利用者、来場者にアンケートを実施する。ホームページでの回収も
あわせて実施する
□各部門責任者の月次会議を実施する

（5）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

（6）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、動産総合保険、レジャー・サービス施設費用保険に
加入する

2.法令の尊守と個人情報保護
□横浜市個人情報の保護に関する条例、罰則の適用等に関する研修を
年１回以上実施する

3.情報公開への積極的取組
■横浜市の「情報公開に関する標準規定」に基づき策定した「関内
ホール情報公開規定」を遵守する

4.市及び関係機関等との連絡調整

□横浜市との連絡調整会議を月１回開催する
□関内ホール内部連絡会を年２回開催する
■馬車道商店街、住吉町内会の連絡会等に出席する

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）書類の管理
（7）行政機関が策定する基準
　　等の遵守
（8）法令の制定及び改正への
　　対応

■許認可及び届出等が必要な場合は、適切に処理する
■自動販売機、携帯中継アンテナ等の目的外使用の手続きを実施する
■関内ホールの職員、受付、舞台技術、警備、設備、清掃の各部門に
従事する者は名札を着用する
■人権を尊重する人権に関する講習会等に参加する
■騒音や利用者の迷惑行為に関して､近隣対策を実施する
■各書類の保存期間を定め、保管・管理する
■行政機関が制定する基準等を遵守する
■法律が制定及び改正された場合、横浜市と協議し対応する

B B

B

BB

B B
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