
横浜市大倉山記念館
　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

Ｂ

基本方針に添った活動がおおむねで
きました。※稼働率は年間目標
76.8％に対して75％と若干下回った
ものの、高い比率を維持できまし
た。そして利用者アンケートは87％
の満足度をいただきました。

Ｂ

　第２期指定管理期間の最終年度と
して、概ね目標通り事業が実施され
ましたが、年間利用率は目標水準を
下回りました。
　一方で、利用者アンケートでは
87％と目標水準を達成する満足度を
いただいたことが評価できます。

【第2期指定管理業務総括】
指定管理期間中の使命である、①地
域のシンボル及び市民の文化活動の
拠点としての役割を担う運営②歴史
的建造物及び指定有形文化財である
施設の保存と活用については、当初
の計画に沿った積極的な取り組みが
できました。様々な事業を通じて地
域の方々とのつながりを深めること
ができました。また、５年間の指定
管理期間中、大きな事故もなく安全
に管理運営できたと自負しておりま
す。

【第2期指定管理業務総括】
　第２期指定管理期間を通して、歴
史的建造物である施設を適正に保存
するとともに、地域の文化芸術活動
の拠点として、施設の特性を生かし
た事業が行われました。また、地域
の利用者や近隣住民との関係を深
め、円滑な運営を行いました。
　施設運営にあたっては、達成目標
に即した安定した運営を行いまし
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

２　市民の文化芸術活動のための場の
提供

①地域の文化活動団体への支援

②利用者の利便性向上に向けての取組

①◆共催事業の見直し
■共催団体との協働体制のもと、施設の特性を活かした事業実
施に努めます。
■実行委員会形式の自立した運営を積極的に支援します。
②◆直近のホール空き状況の開示。
■施設利用料金の振込支払いに対応する仕組みづくりの準備と
して、定期的に利用があり、かつ、これまで適切に利用してい
ただいている団体に対し試行実施します。
□施設全体の年間利用率：76.8％を目標とする。

Ｂ
利用料の振込支払いについては、一
部条件付きにて継続いたしました。 Ｃ

　年間利用率は75％となり、目標水
準を1.8％下回ったためＣとします。
　一方で、施設利用料金の振込支払
いに対応する仕組みづくりとして継
続して試行実施しました。

①文化芸術の担い手の育成と住民相互の
交流に寄与する事業の実施（主催事業）
②地域の資源・資産を活用した文化事業
の実施（主催事業）

③地域の団体等との協働による文化事業
の実施（共催事業）

Ｂ

すべての事業において70％以上の満
足度をいただきました。なかでも
「ふるさと港北子ども美術展」と
「こども映画祭」は大好評をいただ
き、新規来館者の促進にもつながり
ました。また高校生ギャラリー＆
ミュージックフェスタは５年目を迎
え先生、生徒の自主性がはかられ充
実したものになりました。
※●第５回大倉山記念館「ワーク
ショップ②「パソコン教室」のみ
「写真撮影教室」＆「大倉山四季の
写真展」へ内容変更。

●大倉山記念館・第５回高校生ギャラリー＆ミュージックフェ
スタ
□年１回実施
●第９回大倉山スプリングジャズフェスタ
□年１回実施
●室内楽シリーズ（第９・１０回）
□年２回実施
●おしえて！まちの先生（第５回）
□年１回実施
●第４回大倉山記念館「落語会」（8月）
□年１回実施
●第４、５回大倉山記念館「ワークショップ」
①アルパ（ラテンハープ）を奏でてみませんか
□年１回（教室回数６回）実施
②パソコン教室
□年１回　実施
●「第２回ふるさと港北子ども美術展」
※横浜市港北区内在学中の小学生対象。公募型絵画展
港北区役所と連携
□年１回実施
●「第２回民家の美術展」
□隔年実施
●「第２回こども映画祭」
※１２月に子供向け映画上映会
□年１回実施
「横浜市横浜芸術アクション事業ダンス」（７月～９月）との
連携
＜ベリーダンスコンサート＞
●「横浜市横浜芸術アクション事業ダンス」における事業期間
中に連携し、地元住民の方々にもその賑わいを体感できるダン
スコンサートの実施。
●イルミネーション＆ライトアップ（12月～1月）
■大倉山記念館の知名度アップと利用促進を図ることを継続し
ます。

○第31回大倉山こどもフェスティバル
□年１回実施（５月）
○白山高校美術コース作品展示会
□年１回実施（8月）
○第31回大倉山秋の芸術祭
□年１回実施（11月）
○第31回小さな丘のメリークリスマス
□年１回実施（12月）
○第9回大倉山ドキュメンタリー映画祭
□年１回実施（３月）
○第15～20回大倉山ジョイフルコンサート
□年６回実施（27年5月・7月・9月・11月／28年１月・3月）
○川柳展&ワークショップ「柳多留２５０周年」記念
□年１回実施（８月）

＜協力・後援事業＞
○こども育児講演会（たけのこの会）
□年４回実施（６・９・10・12月）

１　市民が文化芸術にふれる機会の提
供

　講座内容が変更された事業もあり
ましたが、全体を通して目標水準に
沿った事業が実施されました。ま
た、すべての事業において満足度は
目標水準の70％以上となり、満足度
が90％以上の事業が複数みられまし
た。特に、第４回及び第５回の大倉
山記念館「ワークショップ」や「第
２回こども映画祭」では満足度が
100％と非常に高く、目標水準を達成
し、評価できます。

１　地域のシンボル及び文化活動拠点
として、地域に根ざした運営に向けて
の取組

２　歴史的建造物及び指定有形文化財
である施設の保存と活用に対する取組

◆文化活動への参加機会の提供
◆市民や地域住民に愛される施設に向け
ての取組
◆文化芸術の創造・発信拠点づくり
◆（事業実施）地域コミュニティの形
成、歴史的建造物としての利活用、地域
との連携強化
◆（施設運営・管理）来館者本位の適切
かつ安全な施設運営
◆（収支予算）利用者満足度の向上と業
務の効率化に向けての努力

Ｂ

＜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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３　建物の特性を活かした施設の有効
活用

①歴史的建造物としての価値の向上に寄
与する取組

②撮影・ロケの積極的な誘致

①●オープンヘリテイジ＆ライトアップ
■港北区主催の「オープンヘリテイジ」に協力し館ガイドツ
アー等を行うとともに記念館イルミネーションライトを同時開
催し、歴史的建造物で横浜市指定有形文化財でもある横浜市大
倉山記念館の歴史的資産の魅力に触れその価値や重要性につい
てより深く理解いただくことを目的とします。
□年１回実施

②◆撮影への協力体制
撮影等への利用に積極的に協力し、施設の有効活用
を図ります。
□撮影協力：年間30件以上
◆ロケ地コーディネート会社への積極的な情報の開示
■過去に撮影実績のある制作会社やコーディネート会社に加
え、新たなコーディネート会社に対しても積極的な情報提供と
撮影誘致を行います。

Ｂ
撮影協力につきましては、年間38件
となりました。 Ｂ

　撮影協力件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。一方で、撮影誘致用資料の
作成及び配布先リストは未整備とな
りました。

４　大倉山記念館及び文化芸術に関す
る情報の提供と関連事業への協力

①パンフレット及びホームページによる
情報発信
②大倉山記念館及び他施設の文化事業に
関する情報の収集と提供
③関係機関等との連携によるＰＲ活動
④歴史的建造物への興味喚起に向けての
取組
⑤ソーシャルメディアを活用した情報発
信

①◆施設概要パンフレット常備

②◆情報コーナーの拡充
■自主事業・共催事業に関する情報の充実化を図ります。
③◆港北区区民活動支援センターでのＰＲ活動
区民活動支援センターにおける利用案内を推進し区内の新規利
用者の発掘に努めます。
■ボランティアガイドとの連携による見学ツアーを定期的に実
施します。
■区民活動支援センターにおける利用案内体制を確立します。
④◆配布用チラシ制作
チラシの常備に努めます。
⑤◆Twitter「スタッフのつぶやき」
□「つぶやき」：1日1回以上
◆Wi-Fiスポットの構築
調査・設置案構築

Ｂ Ｂ

　Twitterのフォロワーが昨年度より
も200人以上増加し、1,700人以上と
なりました。情報発信に一定の効果
があったと考えられます。

５　その他 ①施設の有効活用に向けての新規プログ
ラム導入の検討

◆施設の稼働率に寄与する事業への取組
歴史的建造物のさらなる有効活用、地域振興と施設のＰＲ 活動
に寄与する施策として、イルミネーション＆ライトアップを実
施。

Ｂ

自主事業のうち、「ふるさと港北子
ども美術展」とと「こども映画祭」
は初めて来館される方が多く、今後
の利用が期待できるものとなりまし
た。

Ｂ

　「ふるさと港北子ども美術展」と
「こども映画祭」の継続的な実施に
よる、さらなる利用者の増加と施設
の有効活用の促進を期待します。
　また、イルミネーション＆ライト
アップは施設の有効活用として、良
い取組であると考えます。

（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　文化活動等への施設の提供 ①利用者ニーズに応じた柔軟な貸出業務 ①◆開館について
開館日数：347日
開館時間：9時～22時
休館日：施設点検日－12日間（月１日）
年末年始－12/29～1/3　計６日間
◆利用者本位の貸出し業務の遂行、適切な貸出しシステムの構
築と運用
□クレーム数：0
□利用者アンケートの満足度指標：5段階中平均値４以上

Ｂ
利用者アンケートの実施。
満足度４(87%)の評価をいただきまし
た。

Ｂ
　目標水準通り、事故やクレームな
く安定した施設運営が行われまし
た。

２　駐車場の運営 ①安全確保と柔軟な運営管理 ◆駐車場の運営
安全に充分注意し、希望者ができるだけ駐車場を利用できるよ
う臨機応変に対応します。

Ｂ Ｂ
　目標水準通り、安定した駐車場の
運営が行われました。

３　利用促進及び利用者サービスの向
上

①利用者ニーズに応じた優遇制度の導入 ■施設利用料金の振込支払いに対応する仕組みづくりの準備と
して、定期的に利用があり、かつ、これまで適切に利用してい
ただいている団体に対し試行実施します。
□施設全体の年間利用率：76.8％を目標とする。
■「記念館利用お試し企画」一時利用登録による利用者増加促
進・稼働率ＵＰ。　一時利用登録案内を期間限定（閑散期８
月）にてＨＰ・イベントスケジュールでなどで行い、利用者の
増加をはかる。
■ＨＰリニューアル

Ｂ Ｃ

　年間利用率は75％となり、目標水
準を1.8％下回ったためＣとします
が、「記念館利用お試し企画」に申
込みがあったことなどから、利用者
増加促進及び稼働率の向上のための
取組みの効果が出ています。

４　組織的な施設運営 ①適切な人材の配置
館長１人、施設管理職員１人、施設運営
職員２人、受付スタッフ４人
②地域住民、地域の各種団体、関係機関
等との連携体制の確立

①職員は原則的に週休２日の早番（８：45～17：15）２名、遅
番（13：30～22：00）２名体制とし、業務に応じて勤務者数を
増減し、スムースな運営体制を図ります。
非常時に対応可能な人員を常時確保し、併発事故防止に努めま
す。
②官民協調体制の確立
■アンケート調査・利用者懇談会などで利用者のニーズを把握
し、運営にフィードバックできる体制を構築します。

Ｂ
９名体制で利用者へのサービスと円
滑な労務管理ができました。 Ｂ

　安定した施設運営が行われまし
た。利用者アンケートでは87％の満
足度をいただいていることから、目
標水準を達成しています。

５　施設見学等への対応 ①施設見学プログラムの検討 ◆施設見学プログラムの実施
港北区と連帯しながら、地域の小学生に向けた事前予約制の施
設見学ツアープログラムを構築します。
□施設見学ツアー参加：希望校に対応

Ｂ Ｂ

　港北区及び財団法人大倉精神文化
研究所と連携し、地域の小・中学生
向けの施設見学ツアープログラムを
５回実施し、目標水準を達成してい
ます。

６　その他 ①利用者懇談会の開催
②運営サポーター制度の実施

①利用者懇談会
施設利用者団体等の代表者で構成する「利用者懇談会」を実施
します。
□年１回開催
②運営サポーター制度
原則として区内在住・在勤の18歳以上の方を対象に、主催事業
をサポートしてくださる登録制スタッフを公募します。
□登録サポーター数：30以内

Ｂ Ｂ
　第５回利用者懇談会を開催し、要
望や意見の聞き取りを実施しまし
た。
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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 ①施設・設備の適切な維持管理
②計画的な修繕の実施

◆安全・安心できる施設の維持
■「業務の基準」の設備等保守管理項目を遵守し、定期的な施
設点検を実施します。また、必要に応じて緊急点検を実施しま
す。
□定期的な施設点検：月１回
□建築物点検マニュアル及び建築物定期報告に準拠した点検：
年１回
◆施設設備の予防保全
■現状の把握、問題箇所の抽出、材料・部品等の調達先（メー
カー等）の確立を行います。
□初年度に策定した短期修繕計画策定及び５年間の中期計画を
実施します。

２　文化財の保護 ①関係団体との連携 ◆関係団体との連携による文化財の保護
■修繕を実施する際は、横浜市歴史資産調査会（ヨコハマヘリ
テイジ）監修のもと、その内容について可能な限り情報を開示
します。

３　環境維持管理業務 ①良好な環境の維持 ◆快適で安心できる環境の維持
■「業務の基準」の清掃項目一覧及び清掃内容一覧を遵守し、
日常・定期清掃を実施します。
■美観の維持に取り組みます。
■本社内に準じた業務の品質管理点検を実施し、特別清掃・日
常清掃の計画を策定します。
■改修を実施した場合、空気環境測定（ＶＯＣ等含む）を実施
します。また、現状の把握、問題箇所の抽出を行います。
◆環境への配慮
■環境に配慮し、廃棄物の発生抑制に努めます。
■「ヨコハマ３Ｒ夢」等の市の施策や事業に協力

４　保安警備業務 ①敷地内の巡回点検 ◆利用者の安全・安心の確保
■危険箇所を職員間で共有できるよう、記念館周辺の公園部分
を含んだ図式化（ハザードマップ作成等）を行います。
■危険箇所に対し、自己防止対策を実施します。また、内容に
よっては、行政機関を含め関係者へ改善等を要請します。

５　公園管理業務 ①樹木・公園設備等の点検管理 ◆良好な環境の維持
■スタッフ一同、「業務の基準」の公園管理項目一覧を遵守し
ます。
■地域住民・行政機関・指定管理者の連携による景観づくりに
取り組みます。
■北部公園緑地事務所との連携により落葉処理等を行うため、
打合せを実施します。

６　その他管理業務 ①防災等 ◆災害対応体制の構築
■消防計画書を作成します。
■災害対応マニュアルを作成します。
■自衛組織を結成し、日常の防火・防災に努めます。
■催事の際は、避難導線の確保と喫煙場所の指導を行います。
◆訓練の実施
□消防・防火・防災訓練：年２回

②緊急時の対応 ◆連絡網の整備
■緊急内容別に連絡網の整備を行います。（事故、犯罪、火
災、設備故障など）
■緊急時の連絡網を作成し、市へ提出します。
◆緊急時の対応体制の構築
■緊急時に迅速な現場対応ができるよう、近隣在住職員を確保
します。
■大規模災害等が発生した場合は、行政機関との協力を行って
いけるように取り組みます。

③電気主任技術者の配置 ◆自家用電気工作物の保安、監督
■自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業
務を誠実に行います。
■自家用電気工作物が、人体に危害を及ぼしたり物件に損傷を
与えたりしないよう維持します。

④光熱水費の削減努力 ◆光熱水費の削減に向けての取組
■空調機の小まめな発停と温度管理を行います。照明電球など
は、省エネタイプを採用します。
　■初年度に策定した省エネ化を図る改修計画を実施します。
（平成27年度：照明のＬＥＤ化、空調機の適正温度管理）

（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、コスト削減 ◆コスト削減への努力 ■無駄な光熱水費の削減と、業務効率化等による無駄なコスト
の削減に努めます。ただし、利用者の満足を阻害し、サービス
低下につながるようなコストの削減はしません。
■現状の把握に努め、次年度の達成指標を作成します。

2、収益向上に向けての取組 ◆収益向上、適正な受益者負担の設定 利用者ニーズを捉え、施設利用者の増加に努めます。特に利用
の少ない夜間の集会室の稼働率を高め、収益の向上を図りま
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

ＰＤＣＡサイクルの確実な運用 ①日報及び月報の作成・管理 ◆業務記録の整備
■業務記録の適正な作成・保管を行うとともに、重要な件に関
して随時報告を行います。
■ＰＤＣＡサイクルの推進とともに、重要な件に関して随時報
告できる体制づくりに取り組みます。

②業務計画書及び業務報告書の作成・管
理

◆利用者のニーズや声を反映した業務計画の策定
■利用者のニーズや声を反映したＰＤＣＡサイクルの推進とと
もに、重要な件に関して随時報告できる体制づくりに取り組み
ます。

③業務評価（モニタリングの実施） ◆モニタリングへの対応体制の整備
■業務記録の一元管理によるモニタリングへの対応体制を構築
します。
■サーバー管理による業務記録の一元管理に取り組みます。

④業務評価（自己評価の実施） ◆自己評価によるＰＤＣＡサイクルの確実な運用
■日常業務の中におけるＰＤＣＡサイクルを推進し、長期的・
短期的サイクルでの確実な対応ができるような体制を構築しま
す。
■利用者アンケートの結果や利用者の声を、常に自己評価に反
映させながら施設運営に取り組みます。

Ｂ
本年度分の一部照明のＬＥＤ化の実
施。

　PDCAサイクルを推進し、業務の改
善を図りました。

Ｂ

Ｂ

　コスト削減のための取組みを実施
しました。

Ｂ

Ｂ

　目標水準通り適切な運営がされま
した。
　次期指定管理者への引き継ぎにあ
たって、必要な修繕業務を適切に実
施しました。

Ｂ
設備担当者の常駐により支出を抑え
るとともに効率よく保守運営ができ
ました。



横浜市大倉山記念館
　第二期指定管理者業務評価表（平成27年度分）

（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

その他取組 ①保険及び損害賠償の取扱い ◆施設賠償責任保険への加入
□保険の適用事由となる事故が発生しないよう努めます。

②法令の遵守と個人情報保護 ◆個人情報保護への取組
■業務上使用する利用許可書・記入済みアンケート用紙・ＤＭ
発送名簿等の取扱いについては細心の注意を払い、情報が外部
へ漏洩しないよう徹底します。
また、あわせて文書の毀損・改ざん防止に努め、個人情報を不
当な目的で使用しないよう注意し、定期的に自主点検を実施し
ます。
■情報漏洩を防ぐため、関係書類や記録媒体の管理について、
施錠できる書庫に保管し、定期的に保管状況をチェックしま
す。

③情報公開への積極的取組 ◆ウェブサイトでの情報公開
■利用者からの意見・リクエストに対し、施設として取り組ん
だ結果を適宜ウェブサイトにて公開し利用者の満足度向上を目
指します。
■アンケート結果等から把握した利用者ニーズを真摯に受け止
め、改善に向けて取り組んだ結果をウェブサイトにて公開しま
す。

④市及び関係機関等との連絡調整 ◆協力・協調関係の構築
■横浜市文化振興課、地域の市民団体、文化団体、区民活動支
援センター、高等学校、商店街連合会、各関係機関等と定期的
な情報交換を行い、協力・協調関係を築き、信頼関係を深め、
地域との連携体制を確立します。特に財団法人大倉精神文化研
究所及び北部公園緑地事務所とは緊密な関係を築き、施設の運
営に支障がないよう務めます
■関係機関の連絡網を整備し、必要に応じて決定事項等を伝達
する仕組みを構築します。
□財団法人大倉精神文化研究所及び北部公園緑地事務所との連
絡調整会議：毎月実施

⑤その他 ◆適切な許認可及び届出等
■観梅期など多くの来場者が見込まれる期間においては、飲食
物の販売等が予想されるため、責任を持って届出等を行いま
す。
■共催事業も含めて、必要となる届出等について的確に対処し
ます。
◆近隣対策
■撮影協力時に、騒音や撮影行為等によって施設利用者や近隣
住民に迷惑が及ぶことがないよう務めます。
■施設外観等を利用する撮影協力の際は、施設利用者及び近隣
住民への事前説明を行います。

Ｂ

　撮影協力時における近隣住民への
事前周知や、ウェブサイトやSNSを活
用した情報公開の実施等、目標水準
通り業務が実施されました。

Ｂ
撮影の協力が多いので近隣住民への
事前通知を継続実施いたしました。
（ポスティング）

Ｂ

　次期指定管理者への引継ぎを問題
なく実施しました。Ｂ

横浜市・次期指定管理者・弊社の立
会いの基、１，２，３の項目を円滑
に引き継ぎ完了いたしました。


	自己・行政・外部評価

