第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

[ 横浜市大倉山記念館 ]
平成２３年度業務報告及び収支決算
[

相鉄共同事業体
※

※

１

２

]

文中の事業欄において、
●：主催事業。○：共催事業
を示します。
文中の達成指標、達成状況欄において、
□：定量的指標。■：定性的指標
を示します。

施設の概要
施

設

名

横浜市大倉山記念館

所

在

地

横浜市港北区大倉山二丁目１０番１号

構造・規模

鉄筋コンクリート造３階地上、塔屋１階

敷地・延床面積

延床面積1,877,23 ㎡

開

昭和５９年１０月（昭和７年建設）

館

日

管理区域面積：4,073㎡

指定管理者
団 体 名

相鉄 共同事業体

所

在

地

横浜市神奈川区栄町５番地１

代

表

者

株式会社相鉄エージェンシー

取締役社長

櫻木

代表者設立年月日

昭和５８年１月２２日

指 定 期 間

平成 23 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで

政司郎

３ 指定管理に係る業務総括
(1) 基本的な方針の総括
年間稼働率は７１％（前年比△2.5％）となり、震災後の使用控え等を考慮すれば高い水準での
利用率であった。また、本年は第一期目の初年度であり、円滑な業務運営体制の確立を図り、かつ
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と、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積極的に取り組み、横浜市の文化形成に尽力しました。
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第２期指定管理

(2)

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

２３年度の業務の方針及び達成目標の総括

①

事業の総括
指定管理期間の１年目である当年度は、地域及び施設の特性をよく把握し、地域との結びつきを

深めことに努めました。そして、新たな地域コミュニティ形成を主眼に、従来からの事業の継続と、
新規事業の実施に取り組みました。
②

運営の総括
運営にあたっての基本理念「①利用者本位の貸館業務②公共性・公平性の確保③官民協調体制の

確立④利用者ニーズの把握と評価に基づく PDCA サイクルによる運営」を職員に徹底し実践しまし
た。また、利用者団体との懇談会を開催し、意見・要望を聞き取り改善へと反映させました。
③

管理の総括
施設及び設備については、日常点検・定期点検により不具合箇所の早期発見に努め修繕対応も円

滑に処理しました。また、金銭・労務管理関係も問題なく推移し、個人情報につきましても規定に
基づく取り扱いを行い問題ありませんでした。
④

その他の総括
収支バランスに大きく影響する撮影協力は目標２０件に対し４２件と上回りました。指定管理初

年度ということで、すべての事案に不確定要素がありましたが、総体的に当初の目標は概ね達成で
きました。

４

業務の達成状況

(1) 事業について
ア

市民が文化芸術にふれる機会の提供について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①文化芸術の担い手の育

①大倉山記念館・高校生ギャ

①

①

成と住民相互の交流に寄

ラリー＆交流会

横浜北部地域の文化

校参加

与する事業の実施（主催事

□年１回実施

芸術活動における、

□アンケート回収

業）

■施設スタッフ及び本社

次代の担い手となる

１５２件

スタッフ、横浜市文化振

高校生の日頃の成果

■満足度96,8%

興課職員も交えた懇親

の発表の場として、

会を同時開催し、地域の

ギャラリーを活用し

方々の生の声を聴く機

た「大倉山記念館・

会とします。

高校生ギャラリーを

■来場者アンケート「満

２/２日から５日

□市内県立高校１３

開催しました。

足」
（４段階中２番目の評
価）：70％以上
② 地域の資源・資産を活

②Podcast を学ぶ

②「Podcastを学ぶ」は震

用した文化事業の実施

□年１回実施

災の影響で実施団体の協

（主催事業）

■将来的には地域の方々

力が困難となったため、

の手による情報発信プ

「シャッフルぬりえ」２
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② ●「シャッフルぬりえ」
の実施
□参加者

４４０名

□ｱﾝｹｰﾄ回収1７件

第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

ログラムへとつなげる

日間、
「タゴールの森学

ことを目指します。

園」全５回に振り替え実

●「タゴールの森学園」の

施しました。

実施

□情報発信の担い手育

■満足度93％

成：２名以上

□参加者
延べ人数

●ギャラリーアートジャム

５１名

ギャラリー空き対策地域

アートジャム

商店会誘致

□入場者４１５名

●第５回大倉山スプリング

第５回大倉山ジャズフェ

第５回大倉山スプリング

ジャズフェスタ

スタを開催。若手ジャズ

ジャズフエスタを開催

□年１回実施

トランペット奏者、原明

□入場者

■来場者アンケート「満

直他３名。

□アンケート回収３０件

足」（４段階中２番目の評

■満足度

８０名

９０％

価）：70％以上
●室内楽シリーズ

港北区民交響楽団室内楽

室内楽シリーズ

□年１回実施

コンサートを７月・１２

□入場者

■来場者アンケート「満

月の２回開催しました。

□アンケート回収

各８０名

足 」（ ４ 段 階中２番目の評

１回目

２３件

価）：70％以上

２回目

２５件

■地域の文化活動の活性

■満足度

化のため、地域の方々に

１回目

７５％

愛される新たな共催事業

２回目

７８％

としての位置付けを目指
します。
●おしえて！まちの先生

③地域の団体等との協働
による文化事業の実施

おしえて！まちの先生

□入場者

□年１回実施

２/４・５で開催しまし

□アンケート回収５２４

■まちの先生同士の交流

た。集会室で２０講座・

件

の場として、「まちの先生

ホールで７講座を実施。

■満足度

８０％

交流会」も開催します。

また、ロービーを交流の

■来場者アンケート「満

場としました。

足」（４段階中２番目の評

また、港北ボランティア

価）：70％以上

ガイドによる館内見学ツ

□見学者

１８７名

（共催事業）

延べ８５５名

アーを実施。
③大倉山講演会

③大倉山講演会(精神文

□年３回実施（４月・５

化研究所主催)

月・６月）

４/１６・５/２１・６/
１８・７/１６・１１/４
に開催しました。
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□

入場者数

各８０名

第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

○第 27 回大倉山こどもフェ

第２７回こどもフェステ

こどもフェスティバル

スティバル

ィバル

□入場者６８５名

□年１回実施（５月）

５/５開催しま

した。

○第 27 回大倉山秋の芸術祭

第２７回大倉山秋の芸術

大倉山秋の芸術祭

□年１回実施（11 月）

祭は１１/１〜１１/６ま

□入場者

で開催。

延べ13,600名

○小さな丘のメリークリス

また、小さな丘のメリー

小さな丘のメリークリス

マス

クリスマスは

マス

□年１回実施（12 月）

１２/１

１に開催しました。

□入場者

○第５回大倉山ドキュメン

第５回大倉山ドキュメン

大倉山ドキュメンタリー

タリー映画祭

タリー映画祭２/２５・２

映画祭

６開催しました。

□入場者

□年１回実施（２月）

1,097名

４４４名

■すべての共催事業にお

■共催事業のアンケート

いて来場者アンケート「満

調査は行いませでした。各

足」（４段階中２番目の評

実行委員会と協議し実施

価）：70％以上

に向け調整いたします。

※アンケ

ートは実行委員会と協議
の上、実施。

イ

市民の文化芸術活動のための場の提供ついて

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①地域の文化活動団体へ

◆共催事業の見直し

①

■各共催団体の実行委員

の支援

共催事業に関して

■共催団体との協働体制

は、共催団体と協議し、

会形式による運営が定着

のもと、施設の特性を活か

すべて実行委員会を立

しました。

した事業実施に努めます。 ち上げました、記念館側
■協働体制の見直しと再

も会議等に積極的に参

構築を図ります。現状の体

画し支援しました。

制を見直し、実行委員会形
式の自立した運営を目指
します。

②利用者の利便性向上に
向けての取組

◆ホールの空き状況の開示、 ②

毎月 1 日・15 日 2 回

利用料金の振込制度導入に

ホームページにて空き

向けてのヒアリング

状況を掲載。

■１か月先までのホー
ル・ギャラリーの空き状況
をウェブサイトに掲載し、
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第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

定期更新により積極的に
情報発信します。
■施設利用料金の振込支

第１回利用者団体懇親

□参加数

５団体

払いに対応する仕組みづ

会を１/２０に開催しま

■他団体とも順次聞き取

くりの準備として、定期的

した。

りを継続させていきます。

に利用があり、かつ、これ

利用料金の振込支払・利

現状、振込、割引について

まで適切に利用していた

用料の割引制度の導入

は、強い要望はありません

だいている団体に対しヒ

についての聞き取り等

でした。

アリングを実施します。

実施しました。

□施設全体の年間利用
率：１％向上

ウ

建物の特性を活かした施設の有効活用について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①歴史的建造物としての

●大倉山記念館 オープンヘ

① 大倉山記念館オ

□入場者 50 名

リテイジ

ープンヘリテイジを

□アンケート回収 49

開催

件

価値の向上に寄与する
取組

②撮影・ロケの積極的な誘
致

□年１回実施
■来場者アンケート「満

創建 80 年のプレイ

足」（４段階中２番目の評

ベントとしサロント

価）：70％以上

ークとバックヤード

◆撮影への協力体制

ツアーを実施しまし

撮影等への利用に積極的

た。

に協力し、施設の有効活用を

② 撮影への利用に

図ります。

積極的に協力し施設

□撮影協力：年間12件以上
◆ロケ地コーディネート会

■満足度 90％

□撮影利用件数 43 件

の有効活用を図りま
した。

社への積極的な情報の開示

また、再利用への

■過去に撮影実績のある

アプローチと制作会

制作会社やコーディネー

社間担当者への口コ

ト会社に加え、新たなコ

ミを依頼しました。

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。
■撮影誘致用資料の制作
と配布先リストを整備し
ます。

エ

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について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]
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[達成状況]

第２期指定管理
①パンフレット及びホー
ムページによる情報発
信

参考様式（平成 23 年２月

◆施設概要パンフレット制

①施設概要パンフレ

作

ットを製作し概要紹

現状に即して、引き続きパ

介とり利用案内を行

ンフレット及びウェブサ

いました。

文化振興課配付）

□3,000 部製作

イトによる大倉山記念館
の概要紹介及び利用案内
を行います。
■利用者本位のデザイン
となるよう、リニューアル
を図ります。
②大倉山記念館及び他施

◆情報コーナーの拡充

②大倉山記念館の毎

□毎月 1,000 部製作

設の文化事業に関する

大倉山記念館の毎月の催

月の催事について

■自主事業・共催事業に関

情報の収集と提供

事情報を掲示・配布しま

は、イベントスケジ

する情報の充実化をはか

す。また、周辺施設の文化

ュールを発行し周辺

りました。（イベントスケ

事業の情報を収集し、掲

施設とあわせ掲示・

ジュールの発行・広報横浜

示・配布します。

配布いたしました。

こうほく版掲載・楽遊学・

■自主事業・共催事業に関

ヨコハマアートナビ掲載）

する情報の充実化を図り
ます。
③関係機関等との連携に
よるＰＲ活動

◆港北区区民活動支援セン

③港北区区民活動セ

ターでのＰＲ活動

ンター内にて、大倉

港北区役所４階にある港

山記念館の利用に関

北区区民活動支援センタ

する手引きを配布す

ーに働きかけを行い、セン

るとともに、相談窓

ター内にて大倉山記念館

口における大倉山記

の利用に関する手引きを

念館の利用案内を推

配布するとともに、相談窓

進し、区内の新規利

口における大倉山記念館

用者の発掘に努め

の利用案内を推進するこ

た。また同時に、区

とにより、区内の新規利用

民活動支援センター

者の発掘に努めます。

における利用案内体

■区民活動支援センター

制を確立しました。

における利用案内体制を
確立します。

④歴史的建造物への興味
喚起に向けての取組

◆配布用チラシ制作
横浜歴史資産調査会（ヨコ

④歴史的建造物であ
る大倉山記念館への

ハマヘリテイジ）と連携し、 関心・理解を深める
歴史的建造物である大倉山
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ため、配布用チラシ

□5,000 部製作

第２期指定管理

⑤ソーシャルメディアを
活用した情報発信

参考様式（平成 23 年２月

記念館への関心・理解を深

（A3 サイズ）を製作

めることを目的として、配

し一般見学者や総合

布用チラシ（Ａ３サイズ）

学習授業で来館する

を制作し、一般見学者や総

小・中学生に配布し

合学習授業で来館する小・

ました。

中学生に配布していきま

また、常備に努めま

す。

した。

■チラシの常備に努めま

⑤ミクシイにおい

す。

て、指定管理者とし

◆ミクシィ/コミュニティ運

て定期的な催事情報

営組織との協働

の提供、各種イベン

現在、ミクシィ内で運営さ

ト参加者の募集を行

れている大倉山記念館コミ

うことにより、地域

ュニティ（参加者331 名）

コミュニティとの協

において、指定管理者とし

働に積極的に取り組

て定期的な催事情報の提

み、ミクシィにおけ

供、各種イベント参加者の

る催事情報提供体制

募集、簡易なアンケート調

を確立しました。

文化振興課配付）

査の依頼等を行うことによ
り、地域コミュニティとの
協働に積極的に取り組みま
す。
■ミクシィにおける催事
情報提供体制を確立しま

大倉山記念館の「今」

す。

を伝播する手法とし

◆Twitter「スタッフのつぶ

て、ツイッターでス

やき」

タッフの「つぶやき」 イート、フォロワー約４０

大倉山記念館の「今」を伝

を発信。本日の空き

播する手法として、ツイッ

状況、事業のお知ら

ターでスタッフの「つぶや

せ、梅の開花情報や

き」を発信。本日の空き状

商店街のイベント情

況、事業のお知らせ、梅の

報、地域の文化活動

開花情報や商店街のイベ

に役立つ情報などを

ント情報、地域の文化活動

リアルタイムで発信

に役立つ情報などをリア

し、施設への興味・

ルタイムで発信し、施設へ

認知・浸透・理解の

の興味・認知・浸透・理解

向上に貢献しまし

の向上に貢献します。

た。

□「つぶやき」：１日１回
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□１年間で約１６００ツ

０人となりました。

第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

以上。

「大倉山記念館-公
式 Podcast」を学ぶ
◆「大倉山記念館-公式

は、実施にあたり協

Podcast」

力いただく団体が、

●「シャッフルぬりえ」

著作権処理等を考慮した上

震災の影響で協力が

□参加者

で、施設や自主事業・共催

困 難 と な っ た た め 、 □アンケート回収 17 件

事業などの紹介、出演者・

「シャッフルぬり

スタッフへのインタビュー

え」・「タゴールの森

などを交え、情報発信する

学園」に振り替え実

●「タゴールの森学園」

ことで施設への興味・認

施しました。

□延べ 51 名

■満足度

440 名

９３％

知・浸透・理解の向上に貢
献します。また、自主事業
「Podcastを学ぶ」により情
報発信の担い手を育成し、
地域の方々の手による地域
情報発信プログラムへとつ
なげていきます。

Wi-Fi スポットの構

□情報発信の担い手育

築については、回線

成：２名以上

事業者と協議を重ね

◆Wi-Fi スポットの構築

ましたが、建物の構

■館内電波障害あり物理

回線事業者と連携して

造的な問題により断

的に実現不可

Wi-Fi スポットを設置し、

念しました。

施設利用者が自由に使え
るインターネット環境を
提供。利用者が自らの言葉
で大倉山記念館での体験
について情報発信できる
環境づくりに取り組みま
す。
■可能な限り、施設内のあ
らゆる場所でインターネッ
トが利用できる環境を構築
します。

オ

その他について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①施設の有効活用に向け

◆ホールの稼働率に寄与す

①ホールの稼働率に寄与

■貸館につき、冠婚葬祭で

ての新規プログラム導

る事業への取組
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する事業への取組

の使用に制約があり「ステ

第２期指定管理
入の検討

≪ステージウエディング≫

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

≪ステージウエディング

ージウェディング」実施は

歴史的建造物のさらなる有

≫

断念しました。

効活用、地域振興と施設の

歴史的建造物のさらなる

ＰＲ 活動に寄与する施策

有効活用、地域振興と施

として、地域の施設や商店

設のＰＲ 活動に寄与す

会との提携により、ホール

る施策として、地域の施

を利用したステージウエデ

設や商店会との提携によ

ィングの実施や記念撮影場

り、ホールを利用したス

所の提供について検討を進

テージウエディングの実

めます。

施や記念撮影場所の提供

■潜在的ニーズの把握に

について検討を進め。潜

努め、提携先の選定や実現

在的ニーズの把握に努

に向けてのフィージビリ

め、提携先の選定や実現

記念撮影等誘致を継続
検討事項とします。

ティスタディを行います。 に向けてのフィージビリ
ティスタディを行いま
す。

(2) 運営について
ア

文化活動のための施設の提供について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①利用者ニーズに応じた

◆開館について

開館について

■計画通り

開

開

柔軟な貸出業務

館

館

345 日

345 日
日

日

数

数

開

開

館

館
９時〜22 時

９時〜22 時

時

時

間

間

休

施設点検日：

施設点検

14日間（月１

日：14日間

日、10・12月

（月１日、
休

館

は月２日）

10・12月は
館

日

年末年始：

月２日）
日

12/28 〜 1/3

年末年始：

計６日間

12/28〜1/3

◆利用料金について：別紙の
とおり

計６日間
◆利用料金について：別

-9-
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◆利用者本位の貸出し業務

紙のとおり

の遂行、適切な貸出しシステ

◆利用者本位の貸出し業

ムの構築と運用

文化振興課配付）

務の遂行、適切な貸出

無事故・ノークレームを目

しシステムの構築と運

標としますが、クレームが

用に努めた。

あった場合は迅速に対応

無事故・ノークレーム

し、利用者の満足度を高め

を目標としたが、事故

ることにより、更なる利用

もなくク レー ムも特

率アップにつなげます。

段ありませでした。

全ての利用者が平等に、

全ての利 用者 が平等

満足して文化活動ができ

に、満足して文化活動

る施設として、堅実な運

ができる施設として、

営を行い、利用者から安

堅実な運営を行い、利

定した支持を得られるよ

用者から 安定 した支

う努めます。

持を得ら れる よう努

①□クレーム数：０

めました。

②■利用者アンケートの
満足度指標：５段階中平均
値４以上

イ

駐車場の運営について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①安全確保と柔軟な運営

◆駐車場の運営

①

■クレームなし

管理

ウ

車場の運営

安全に充分注意し、希望者

安全に充分注意し、希

ができるだけ駐車場を利

望者ができるだけ駐車

用できるよう臨機応変に

場を利用できるよう臨

対応します。

機応変に対応しまし

□無事故・ノークレーム

た。

利用促進及び利用者サービスの向上について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①利用者ニーズに応じた

◆直前割引制度の導入、利用

① 直前割引制度の導

■利用者団体懇談会

料金の振込制度導入に向

入、利用料金の振込

□参加団体

けてのヒアリングの実施

制度導入に向けて

利用者のご意見

≪直前割引≫利用２週間

のヒアリングを実

「ホール・ギャラリー」は

施しました。

利用にあたって準備が必

優遇制度の導入

前を経過した「ホール」

5団体

「ギャラリー」につい

≪直前割 引≫ 利用２

要で直前割引はあまり、意

て、利用料金を10％割

週間前を経過した「ホ

味がない。
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ール」「ギャラリー」

「利用料振込み」について

について、利用料金を

は、他館利用の場合を希望

率の比較的低い集会室

10％割引。

有、当記念館利用に場合は

について１区分利用毎

≪スタン プカ ード≫

利用時払込ができるので、

にスタンプを１個押印

利用率の 比較 的低い

とくに強くは望まない。

し、15 個たまると次回

集会室に つい て１区

要望事項

以降１区分の利用料金

分利用毎 にス タンプ

PAセットの導入（済）

無料。

を１個押印し、15 個

ギャラリー照明追加（済）

■施設利用料金の振込支

たまると 次回 以降１

生け花教室ゴミ処理（済）

払いに対応する仕組みづ

区分の利用料金無料。

くりの準備として、定期

施設利用 料金 の振込

的に利用があり、かつ、

支払いに 対応 する仕

これまで適切に利用して

組みづく りの 準備と

いただいている団体に対

して、定期的に利用が

しヒアリングを実施しま

あり、かつ、これまで

■利用者懇談会は団体を

す。

適切に利 用し ていた

変えて継続実施します。

□施設全体の年間利用

だいてい る団 体に対

□施設利用率の年間利用

率：１％向上

しヒアリ ング を実施

率0.5％向上

しました。

第二集会室がホールの控

≪スタンプカード≫利用

室になっており、一般予約
ができない、22年度は除い
た稼働数値であった。23年
度もこれを除くと７４％
になり、0.5％向上したこ
とになりました。

エ

組織的な施設運営について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①適切な人材の配置

◆人材の配置について

人材の配置について

□指定管理者初年度につ

項目

人

備考

数
館長

職員

項

人

目

数

備考

き、職員 1 名（副館長）を
配置館長不在時の責任あ

１

業務全体の

館

１

業務全体

る対応に心掛けた。共催事

人

統 括 責 任

長

人

の統括責

業等を円滑に進行できま

者、対外折

任者、対外

した。

衝

折衝

３

文化事業企画

職

４

文化事業企

人

実施、施設管

員

人

画実施、施

理運営、施設

設管理運

維持管理

営、施設維
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参考様式（平成 23 年２月
持管理

受

４

バイ

付

人

ト

ア
計

文化振興課配付）

８

ル

人

バ

◆勤務体制について

イ

職員は原則的に週休２日

ト

の早番（８：45〜17：15）
２名、遅番（13：30〜22：
00）１名体制とし、業務

９
計

人

勤務体制について
□勤務体制については、遅

に応じて勤務者数を増減

職員は原則的に週休２

し、スムースな運営体制

日の早番（８：45〜17： 番 1 名を 2 名体制に変更し

を図ります。

15）２名、遅番（13：

て防犯とサービス向上を

非常時に対応可能な人員を

30〜22：00）２名体制

強化しました。

常時確保し、併発事故防止に

とし、業務に応じて勤

努めます。

務者数を増減し、スム

◆官民協調体制の確立

ースな運営体制を図り

ステークホルダーであ

ました。

る、区民・施設利用者・

非常時に対応可能な人

横浜市・当事業体の共益

員を常時確保し、併発

を目指した効率的な管理

事故防止に努め、

②地域住民、地域の各種団

運営に努めます。行政の

官民協調体制の確立

体、関係機関等との連携体

パートナーとして利用者

ステークホルダーであ

制の確立

満足度の向上に努め、得

る、区民・施設利用者・

られた利益は様々な形で

横浜市・当事業体の共

利用者に還元します。

益を目指した効率的な

■アンケート調査・利用者

管理運営に努めまし

懇談会などで利用者のニ

た。行政のパートナー

ーズを把握し、運営にフィ

として利用者満足度の

ードバックできる体制を

向上に努め、得られた

構築します。

利益は様々な形で利用
者に還元します。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
体制構築に努めまし
た。
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参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

施設見学等への対応

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①施設見学プログラムの

◆小・中学生向け施設見学

①小・中学生向け施設見

■継続検討準備とい

検討

カ

ツアープログラムの構築

学ツアープログラムの

港北区及び財団法人大倉

構築

精神文化研究所と連帯し

港北区及び財団法人大

ながら、地域の小・中学

倉精神文化研究所と連

生に向けた事前予約制の

帯しながら、地域の

施設見学ツアープログラ

小・中学生に向けた事

ムを構築します。

前予約制の施設見学ツ

□施設見学ツアー参加：

アープログラムを構築

４校

します。

たします。

その他

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①利用者懇談会の開催

◆利用者懇談会

① 施設利用者団体等の

□１/２０、５団体によ

施設利用者団体等の代表

代表者で構成する「利用

る懇談会において要望

者で構成する「利用者懇談

者懇談会」を実施しまし

意見の聞き取りを実施

会」を実施します。

た。

しました。

□年１回開催
②運営サポーター制度の

■初年度は当館自主事

◆運営サポーター制度

実施

原則として区内在住・在

業の展開をよく吟味

勤の18歳以上の方を対象

し、将来のサポート制

に、主催事業をサポート

度が要う効果を検証。

してくださる登録制スタ

継続課題としました。

ッフを公募します。
□登録サポーター数：30
名

（３）管理について
ア

保守管理業務

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

①施設・設備の適切な維持

◆安全・安心できる施設の維

安全・安心できる施設の

持

維持

管理

■「業務の基準」の設備等

①「業務の基準」の設備

保守管理項目を遵守し、定

等保守管理項目を遵守
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[達成状況]

□定期的な施設点検：月

第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

期的な施設点検を実施し

し、定期的な施設点検を

１回実施しました。

ます。また、必要に応じて

実施します。また、必要

建築物点検マニュアルに

緊急点検を実施します。 に応じて緊急点検を実施
□定期的な施設点検：

②計画的な修繕の実施

文化振興課配付）

しました。

よる点検：９月
建築物定期報告に準拠し

月１回

た点検：２月にそれぞれ

□建築物点検マニュアル

実施しました。

及び建築物定期報告に準

②施設設備の予防保全と

拠した点検：年１回

して、現状の把握、問

■設備月次自主点検にて

◆施設設備の予防保全

題箇所の抽出、材料・

その都度問題点は補修し

■現状の把握、問題箇所

部品等の調達先（メー

ました。電材や衛生部品

の抽出、材料・部品等の

カー等）の確立を行い

については、メーカーを

調達先（メーカー等）の

ました。また、更新さ

調べ調達先を確立しまし

確立を行います。

れた新設空調設備が瑕

た。衛生部品については、

■更新された新設空調設

疵補修となる場合は、

不具合発生時即時対応で

備が瑕疵補修となる場合

対応などについて調整

きるよう、予備品を確保

は、対応などについて調

を行いました。

するようにしました。

整を行います。
■空調機工事の瑕疵につ
□次年度以降の短期修繕

いては、ホールドレン漏

計画策定及び５年間の中

れ、室外機盤の浸水につ

期計画を策定し、指定管理

いて対応依頼し調整しま

者予算分と市予算分とに

した。

分別した上で、市に対し提

□次年度以降の短期修繕

示します。

計画及び 5 年間の中期計
画の策定は、検討のうえ
24 年度に提示いたしま
す。

イ

文化財の保護

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①関係団体との連携

◆関係団体との連携による文

①修繕の際は、歴史的

■正面玄関外側戸当たり

化財の保護

資産の保全活用に関す

保護材取付けや各階トイ

修繕の際は、歴史的資産の

る調査研究やその成果

レペーパーホルダー設置

保全活用に関する調査研究

の普及啓発に取り組む

の際、文化振興課を通じ

やその成果の普及啓発に取

横浜市歴史資産調査会

て文化財課に確認を取り

り組む横浜市歴史資産調査

（ヨコハマヘリテイ

ました。

会（ヨコハマヘリテイジ）

ジ）監修のもと、文化

監修のもと、文化振興課及

振興課及び教育委員会

び教育委員会と協議を行い

と協議を行いました。
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ます。
■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。

ウ

環境維持管理業務

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

①良好な環境の維持

◆快適で安心できる環境の維

①快適で安心できる環

持

境の維持するため、
「業

[達成状況]

■「業務の基準」の清掃項目

務の基準」の清掃項目

■日常清掃・定期清掃は

一覧及び清掃内容一覧を遵

一覧及び清掃内容一覧

予定どおり実施し美観を

守し、日常・定期清掃を実施

を遵守し、日常・定期

維持しました。

します。

清掃を実施し、美観の

■美観の維持に取り組みま

維持に取り組みまし

す。

た。また、本社内に準

■本社内に準じた業務の品

じた業務の品質管理点

□本社品質管理担当によ

質管理点検を実施し、特別清

検を実施し、特別清

るインスペクションを実

掃・日常清掃の計画を策定し

掃・日常清掃の計画を

施しました(２回)。計画

ます。

策定しました。

は現行どおりで良いと判

■改修を実施した場合、空気

断しました。

環境測定（ＶＯＣ等含む）を
実施します。また、現状の把

■空気環境測定を伴う改

握、問題箇所の抽出を行いま

修はありませんでした。

す。
◆環境への配慮

環境への配慮として、

■環境に配慮し、廃棄物の発

廃棄物の抑制に努める

■裏紙の再利用の促進を

生抑制に努めます。

ため、「ヨコハマ３Ｒ

実施しました。

■「ヨコハマ３Ｒ夢」等の市

夢」等の市の施策や事

横浜市主催の廃棄物の研

の施策や事業に協力します。 業に協力しました。

エ

修会に参加しました。

保安警備業務

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①敷地内の巡回点検

◆利用者の安全・安心の確保

①利用者の安全・安心の

■各利用区分終了毎に各

事故、犯罪及び火災等を発

確保するため、事故、犯

集会室や共用部の定時巡

生させないために、職員に

罪及び火災等を発生さ

回を実施しました。夜間

よる定時巡回を実施し、職

せないために、職員によ

は機械警備にて対応しま

員不在となる時間帯は機械

る定時巡回を実施し、職

した。
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第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

警備を行います。また、現

員不在となる時間帯は

状の把握、危険箇所の抽出

機械警備を行いました。

を行います。

また、現状の把握、危険

■危険箇所を職員間で共有

箇所の抽出を行いまし

■ハザードマップを作成

できるよう、図式化（ハザ

た。危険箇所は職員間で

いたしました。ハザード

ードマップ作成等）を行い

共有できるよう、図式化

マップ作成の結果および

ます。

（ハザードマップ作成

利用者懇親会における聞

等）を行いました。危険

き取りの結果、ホール入

止対策を実施します。また、 箇所に対し、自己防止対

口段差や留魂礎碑の囲い

内容によっては、行政機関

に対する注意喚起対策を

■危険箇所に対し、自己防

策を実施しました。

を含め関係者へ改善等を要

実施。また、閉館時には

請します。

死角となりやすいトイレ
の扉を開放して退館する
など、事故防止に取り組
みました。

オ

公園管理業務

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①樹木・公園設備等の点

◆良好な環境の維持

①良好な環境の維持すた

■公園管理項目一覧を順

■スタッフ一同、「業務の

め、スタッフ一同、
「業

守しました。また、公園

基準」の公園管理項目一覧

務の基準」の公園管理

事務所や商店街と連携し

を遵守します。

項目一覧を遵守しまし

て花壇の植え替えを実施

■地域住民・行政機関・指

し、地域住民・行政機

しました。

定管理者の連携による景

関・指定管理者の連携

観づくりに取り組みます。

による景観づくりに取

■北部公園緑地事務所と

り組みました。また、

の連携により落葉処理等

北部公園緑地事務所と

■落ち葉や高木管理な

を行うため、打合せを実

の連携により落葉処理

ど、公園事務所と打ち合

施します。

等を行うため、打合せ

わせを実施しました。

検管理

を実施しました。

カ

その他の管理業務

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①防災等

◆災害対応体制の構築

①災害対応体制の構築

■計画どおり実施しまし

■消防計画書を作成しま

するため、消防計画書

す。

や災害対応マニュア

■災害対応マニュアルを

ルを作成しました。ま

作成します。

た、自衛組織を結成

- 16 -

た。

第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

■自衛組織を結成し、日

し、日常の防火・防災

常の防火・防災に努めま

に努めました。催事の

す。

際は、避難導線の確保

■催事の際は、避難導線

と喫煙場所の指導を

の確保と喫煙場所の指導

行いました。

文化振興課配付）

を行います。
◆訓練の実施

訓練を実施しました。

□消防訓練：年１回

□消防訓練：年１回
□防火・防災訓練：年２回

□防火・防災訓練：年２回
②緊急時の対応

③電気主任技術者の配置

◆連絡網の整備

②緊急時の対応ができ

■緊急内容別に連絡網の

るよう連絡網を整備

整備を行います。（事故、

し、緊急内容別に連絡

犯罪、火災、設備故障な

網の整備を行いまし

ど）

た。緊急時の連絡網を

■緊急時の連絡網を作成

作成し、市へ提出しま

し、市へ提出します。

した。緊急時の対応体

◆緊急時の対応体制の構築

制の構築として、緊急

■緊急時に迅速な現場対

時に迅速な現場対応

応ができるよう、近隣在住

ができるよう、近隣在

職員を確保します。

住職員を確保しまし

■大規模災害等が発生し

た。大規模災害等が発

た場合は、行政機関との協

生した場合は、行政機

力を行っていけるように

関との協力を行って

取り組みます。

いけるように取り組

◆自家用電気工作物の保安、
監督

た。

みました。
③電気主任技術者の配

□電気主任技術者による

■自家用電気工作物の工

置し、自家用電気工作

点検を２か月に１度実施

事、維持及び運用に関す

物の工事、維持及び運

した他、施設担当による自

る保安監督業務を誠実に

用に関する保安監督

主点検を毎月実施いたし

業務を誠実に行いま

ました。

行います。
■自家用電気工作物が、

した。自家用電気工作

人体に危害を及ぼしたり

物が、人体に危害を及

物件に損傷を与えたりし

ぼしたり物件に損傷

■破損したコンセントな

ないよう維持します。

を与えたりしないよ

ど即に修理し、利用者に危

う維持しました。

害を加えないようにしま

◆光熱水費の削減に向けて
④光熱水費の削減努力

■計画どおり実施しまし

の取組

④光熱水費の削減努力

した。

■空調機の小まめな発停

し、空調機の小まめな

と温度管理を行います。

発停と温度管理を行

□空調については、夏場２

照明電球などは、省エネ

い、照明電球などは、

８℃冬場２０℃となるよ
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参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

タイプを採用します。

省エネタイプを採用

う運転温度を設定し、未使

■省エネ化を図る改修（修

しました。省

用の部屋を停止。他、給湯

繕）計画案を策定します。

機の停止や照明間引きな
ど節電に取り組みました。
ホール蛍光灯をＬＥＤ化
実施しました。また、省エ
ネ化を図る改修（修繕）計
画案を策定しました。

（４）その他について
ア ＰＤＣＡサイクルの確実な運用
[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①日報及び月報の作成・管

◆業務記録の整備

①業務記録の整備とし

■計画通り実施しました。

理

②業務計画書及び業務報
告書の作成・管理

④業務評価（自己評価の実
施）

■業務記録の適正な作

て、業務記録の適正な

成・保管を行うとともに、

作成・保管を行うとと

重要な件に関して随時報

もに、重要な件に関し

告を行います。

て随時報告を行いまし

■ＰＤＣＡサイクルの推

た。また、ＰＤＣＡサ

進とともに、重要な件に関

イクルの推進ととも

して随時報告できる体制

に、重要な件に関して

づくりに取り組みます。

随時報告できる体制づ

◆利用者のニーズや声を反

くりに取り組みまし

映した業務計画の策定

た。

■利用者のニーズや声を

②利用者のニーズや声を

反映したＰＤＣＡサイク

反映した業務計画の策

ルの推進とともに、重要

定として、利用者のニ

な件に関して随時報告で

ーズや声を反映したＰ

きる体制づくりに取り組

ＤＣＡサイクルの推進

みます。

とともに、重要な件に

◆自己評価によるＰＤＣＡ

関して随時報告できる

サイクルの確実な運用

体制づくりに取り組み

■日常業務の中における

ました。

ＰＤＣＡサイクルを推進

④自己評価によるＰＤＣ

し、長期的・短期的サイ

Ａサイクルの確実な運

クルでの確実な対応がで

用として、日常業務の

きるような体制を構築し

中におけるＰＤＣＡサ

ます。

イクルを推進し、長期

■利用者アンケートの結

的・短期的サイクルで

果や利用者の声を、常に自

の確実な対応ができる
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第２期指定管理

参考様式（平成 23 年２月

己評価に反映させながら

ような体制を構築しま

施設運営に取り組みま

した。利用者アンケー

す。

トの結果や利用者の声

文化振興課配付）

を、常に自己評価に反
映させながら施設運営
に取り組みました。

イ

その他の取組

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①保険及び損害賠償の取

◆施設賠償責任保険への加

①施設賠償責任保険への

■保険適用事故発生無

扱い

入

加入し、利用者が安

利用者が安全・安心に利用

全・安心に利用できる

できる施設であることを保

施設であることを保証

証します。

しました。

□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

②個人情報保護への取組

■業務上使用する利用許

として、業務上使用する

可書・記入済みアンケー

利用許可書・記入済みア

ト用紙・ＤＭ発送名簿等

ンケート用紙・ＤＭ発送

の取扱いについては細心

名簿等の取扱いについて

の注意を払い、情報が外

は細心の注意を払い、情

部へ漏洩しないよう徹底

報が外部へ漏洩しないよ

します。

う徹底しました。

◆ウェブサイトでの情報公

ウェブサイトでの情報

開

公開として、利用者から

■ＰＡの購入や当館発行

■利用者からの意見・リ

の意見・リクエストに対

の「イベントスケジュー

クエストに対し、施設と

し、施設として取り組ん

ル」の商店街への配置など

して取り組んだ結果を適

だ結果を適宜ウェブサイ

を、ツイッターなどで公開

宜ウェブサイトにて公開

トにて公開し利用者の満

しました。

し利用者の満足度向上を

足度向上を目指します。

目指します。
■アンケート結果等から

そして、アンケート結果

把握した利用者ニーズを

等から把握した利用者

真摯に受け止め、改善に

ニーズを真 摯 に受け止

向けて取り組んだ結果を

め、改善に向けて取り組

ウェブサイトにて公開し

んだ結果をウェブサイ

ます。

トにて公開しました。
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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

参考様式（平成 23 年２月

④協力・協調関係の構築
として、横浜市文化振興

域の市民団体、文化団体、 課、地域の市民団体、文
区民活動支援センター、

化団体、区民活動支援セ

高等学校、商店街連合会、 ンター、高等学校、商店
各関係機関等と定期的な

街連合会、各関係機関等

情報交換を行い、協力・

と定期的な情報交換を行

協調関係を築き、信頼関

い、協力・協調関係を築

係を深め、地域との連携

き、信頼関係を深め、地

体制を確立します。

域との連携体制を確立し

特に財団法人大倉精神文

ました。特に財団法人大

化研究所及び北部公園緑

倉精神文化研究所及び北

地事務所とは緊密な関係

部公園緑地事務所とは緊

を築き、施設の運営に支障

密な関係を築き、施設の

がないよう務めます。

運営に支障がないよう務

■関係機関の連絡網を整

めました。

備し、必要に応じて決定
⑤その他

事項等を伝達する仕組み

⑤関係機関の連絡網を整

を構築します。

備し、必要に応じて決定

□財団法人大倉精神文化

事項等を伝達する仕組み

研究所及び北部公園緑地

を構築しました。

事務所との連絡調整会
議：毎月実施
◆適切な許認可及び届出等

適切な許認可及び届出

■観梅期など多くの来場

等として、観梅期など多

者が見込まれる期間にお

くの来場者が見込まれる

いては、飲食物の販売等

期間においては、飲食物

が予想されるため、責任

の販売等が予想されるた

を持って届出等を行いま

め、主催者には責任を持

す。

って届出等を行うよう指

■共催事業も含めて、必要

導しました。また共催事

となる届出等について的

業においても必要となる

確に対処します。

届出等について的確に対

◆近隣対策

処しました。

■撮影協力時に、騒音や

近隣対策として、撮影

撮影行為等によって施設

協力時に、騒音や撮影行

利用者や近隣住民に迷惑

為等によって施設利用者

が及ぶことがないよう務

や近隣住民に迷惑が及ぶ

めます。

ことがないよう務めまし
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■問題なく推移しました。

第２期指定管理
■施設外観等を利用する

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

た。

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。

ウ

収支について

[取組内容]

[達成指標]

[実施内容]

[達成状況]

①コスト削減

◆コスト削減への努力

①コスト削減への努力と

■空き部屋などの点灯・エ

■無駄な光熱水費の削減

して、利用者の満足を阻

アコン切忘れのチェック

と、業務効率化等による

害し、サービス低下につ

を励行しました。

無駄なコストの削減に努

ながらない範囲で、無駄

節電は利用者の理解のも

めます。ただし、利用者

な光熱水費の削減と、業

と実施しました。

の満足を阻害し、サービ

務効率化等による無駄な

ス低下につながるような

コストの削減に努めまし

コストの削減はしませ

た。現状の把握に努め、

ん。

次年度の達成指標を作成

■現状の把握に努め、次年

しました。

度の達成指標を作成しま
②収益向上に向けての取
組

す。

②収益向上、適正な受益

◆収益向上、適正な受益者負

者負担の設定として、利

担の設定

用者ニーズを捉え、施設

利用者ニーズを捉え、施

利用者の増加に努めまし

設利用者の増加に努めま

た。特に利用の少ない夜

す。特に利用の少ない夜

間の集会室の稼働率を高

間の集会室の稼働率を高

め、収益の向上を図りま

め、収益の向上を図りま

した。

す。
□集会室の夜間区分につ
いての年間利用率：１％向
上

利用状況等について
施設名
ホール
ギャラリー

２３年度

稼働率

利用者人数

100％（89％）

32,191 人

100％

30,991 人
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集会室
合計

68,3%

81,642 人

71%

144,824 人

※稼働率：日にち単位（時間帯単位）
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第２期指定管理

５

参考様式（平成 23 年２月

文化振興課配付）

収支決算額について

収支決算書

（単位：円）
項目

予算額

決算額

差額

備考

指定管理料収入

25,800,000

25,800,000

0

利用料金収入

13,000,000

12,358,275

▲641,725

450,000

238,000

▲212,000

4,070,000

5,387,360

1,317,360

43,320,000

43,783,635

463,635

人件費

23,000,000

23,861,935

▲861,935

管理費

13,000,000

11,469,831

1,530,169

光熱水費（電気）

4,490,000

3,428,173

1,061,827

光熱水費（水道）

510,000

396,446

113,554

施設管理費

6,050,000

6,549,924

▲499,924

舞台保守費

450,000

450,000

0

1,500,000

645,288

854,712

事業費

1,600,000

1,557,419

42,581

事務費

2,400,000

2,875,269

▲475,269

一般管理費

3,320,000

3,320,000

0

43,320,000

43,084,454

235,546

699,181

699,181

収入

事業収入
その他収入
合計

支出

内訳

修繕費

合計

収支計
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【別紙】自主事業実績一覧
１

市民が文化芸術にふれる機会の提供

No

実施時期

主催

事業タイトル

会場

事業内容

入場料・受講料

共催
1

7 月・12 月

主催

入場者数
（見込者数）

室内楽シリーズ

ホール

港北区市民公響楽

無料

団による、室内楽

延べ 160 名
（延べ 160 名）

コンサート
2
3

10 月〜2 月
H24/2/2 〜

主催
主催

タゴールの森学園
高校生ギャラリー

2/5

第

10

タゴール生誕 150

集会室

年にちなんだ講話

ギャラ

横浜北地区県立高

リー

等学校 13 校が日頃

各 1,000 円

延べ 51 名
（延べ 100 名）

無料

延べ 595 名
（延べ 200 名）

の文化芸術作品を
展示
４

H24/2/4・5

主催

おしえてまちの先生

ホール

港北区の「まちの

集会室

先生」体験講座を

ロビー

開催

無料〜1,500 円

延べ 855 名
（延べ 200 名）

３４の講座
５

H24/3/3

主催

大倉山スプリングジ

ホール

ャズフェスタ

原

明直カルテッ

2,500 円

ト

80 名
（延べ 80 名）

若手ジャズトラン
ペットによるコン
サート
６

H24/3/3・4

主催

シャッフルぬりえ

第

10

iPad を用いた子供

集会室

向けワークショッ

無料

延べ 440 名
（延べ 300 名）

プ
２
No

市民の文化芸術活動のための場の提供
実施時期

主催

事業タイトル

会場

事業内容

入場料・受講料

共催
1

5月

共催

入場者数
（見込者数）

子供フェスティバル

全館

こどもの日に地域

無料

の子供達に文化芸

970 名
（延べ 1000 名）

術にふれる機会の
提供
2

11 月

共催

秋の芸術祭

全館

記念館利用者有志

無料〜2,000 円

が相互親睦と文化

13,600 名
（延べ 10000 名）

芸術を発表
3

12 月

共催

小さな丘のメリーク

ホール

クリスマスを記念

リスマス

ギャラ

館で過ごすイベン
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無料

1,097 名
（延べ 800 名）
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ト、地元中学のボ
ランティアも募る

４

24/2

共催

ドキュメンタリー映

ホール

自主制作のドキュ

画祭

集会室

メンタリー映画の

1,000 円

444 名
（延べ 400 名）

上映
５

4・5・6・7・ 共催

大倉山講演会

ホール

大倉精神文化研究

無料

所による講演
３
No

建物の特性を活かした施設の有効利用
実施時期
主催
事業タイトル

会場

事業内容

（延べ 320 名）

入場料・受講料

共催
1

10 月

主催

320 名

入場者数
（見込者数）

オープンヘリテイジ

ホール

横浜歴史資産調査
会と連携、創建 79
年の当記念館への
思い入れを醸成す
るサロントークと
館内見学
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無料

80 名
（延べ 80 名）

