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１．基本方針 
（１）施設管理運営の基本的な考え方 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 役割、課題に対する考え方 ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 横浜市の青少年育成施策の現状や課題を踏まえ、当該施設に

期待されている役割を果たしている 
      

イ 管理運営に関する考え方 ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 基本方針に沿って、施設が管理運営されている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ) （P9-3） 

・科学体験活動を通じた将来の選択肢を広げた。 

学校や家庭では難しい体験型イベントを通して、子供たちの将

来の夢を考えるイベントを実施した。 

○特別企画「宇宙飛行士訓練」を通して、将来の宇宙飛行士 

を育てる活動。 

 ○年38回実施のPC教室にてプログラミングなどの技術 

系を育てる活動。 

（Ｐ9-4） 

・来館者の低年齢化への対策を実施した。 

親子で体験をテーマに、リピートを促すことによる将来の来館

者属性チェンジを目的としたイベントを実施した。 

○親子教室を年6回開催。 

(ｲ)（P9-5,6） 

・来館者属性のチェンジ 

科学に関する情報発信を中心に子供から大人まで全ての世代に

対してイベント情報発信、コンテンツを開発した。 

・付加価値の高いコンテンツを開発 

横浜独自のコンテンツ開発、展示物の導入による他館にはない

「横浜らしさ」を中心にコンテンツの再構築を行った。 

○教育を親子で考える「星とみらいの学校」開校 

○同時展示は世界初の企画展「宇宙の石大集合」 

○常設展示としては全国初の「スペースシミュレータ導入」 

・利用者満足度の向上 

○アンケート調査等により設備｢和式トイレの洋式化｣ 

○企画「星空観察会」、地域連携｢出前教室｣等実施． 

【現状に対する評価】 

・大震災の影響や引き継ぎ時の課題があったにも拘らず、施設運営の基本方

針のもとスタッフの総力を結集し、工夫改善により大きな成果をおさめてい

る。特徴的なこととして、以下の3 点が挙げられる。 

１点目は入場者・入館者の誰もが安全で安心して、快適に利用することがで

きる対策が図られたこと。 

２点目は施設に期待されている子どもの夢を育むため、科学的な体験活動の

実施と科学的情報の発信・習得を充実したこと。 

３点目はロケット打ち上げライブ中継に代表される全世代対応型イベント

開催及びコンテンツ開発を活かした出前教室などの拡充といった利用者の

ニーズに寄り添った事業を充実し、満足度を向上させたこと。 

・前指定管理者からの引継ぎ後、「宇宙」にスポットを当てた独自性ある明

確なコンセプトを打ち出し、来館者属性のチェンジに向けての取組みを行う

など、しっかりとした基本方針の下で、一貫した施設の管理運営が行われて

いる。 

・特に、ＪＡＸＡとの連携を強める中で、同法人の人材を当館館長に迎えた

り、「イトカワの微粒子」に関わる特別展示を行うといった機動力ある取組

みは、当施設の専門性向上に寄与していると考えられる。 

・また、全国で初めて「スペースシミュレータ」を常設するなど、子どもた

ちに人気のある展示物の設置等にも意欲的に取り組んでいる。 

【今後予定している取組等】 

(ｱ) 

・親子教室を拡充する。（年6回から12回に増加） 

・宇宙開発に関わる研究者によるトークイベント開催する。 

(ｲ) 

・横浜市幼稚園協会との連携を強化する。（親子教育） 

・30周年記念事業を展開する。 

【改善に向けた提案・意見】 

・青少年の科学に関する興味・関心を高めるとともに、来館者属性のシフト

を図る観点から、中高生・大学生が企画運営する事業の拡充を図っていくよ

うに求めたい。 

・学習指導要領への対応だけではなく、幼稚園・保育所等との連携も含め、

幅広い層に対するサービス向上にも取り組んでもらいたい。 

・「科学に関心を持つ子どもの裾野を広げる」という館長の方針の下で事業

が展開されているが、「すそ野を広げること」（大衆性）と併せ「関心を持っ

た子どもの探求心を深めること」（専門性）の事業の拡充も行い、専門家へ

の道を歩むような人材の輩出につながっていく機能を担うことも期待する。 

・残りの指定管理期間における「小学校理科の学習内容との連動性強化」と

いう動きに期待するとともに、これがしっかりと次期の指定管理者の事業に

もつながっていくような、中長期的視点からの取組みが望まれる。 

・30 周年記念事業については、横浜市との綿密な連携の下で、「これまで

を振り返る」ことに終始するのではなく、「これからの科学・宇宙を見据え

る」ような展示・体験を企画・実施することが望まれる。また、これを、来

館者数増大や収益基盤の確立にしっかりと結び付けていくべきと考える。 



横浜こども科学館 評価シート 

 
4 

（２）施設管理運営の目標と計画方針 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 施設管理運営の目標と計画方針 ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 指定期間の達成目標と中期的目標に対し、計画通りに施設が

管理運営されている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

（P9-8） 

経営を意識した管理運営と事業推進を行った。 

・館内清掃美化推進のため、全ての倉庫、ロッカー等のチェック

を行い、前指定管理者から引き継いだ物も含め不必要な備品、

書類等の廃棄物処理を自主的に行った。（総廃棄処理量28ｔ） 

・事業整理により、お客様ニーズにあった、新規企画等を    

実施した。 

 ○星空観察会の実施 

 ○宇宙開発を紹介するウィークエンドレクチャーの実施 

・特別展示室の改装（1F⇒B2F）による特別企画展を強化した。 

・市場競争力の高いコンテンツの開発し導入した。 

 ○全国初のスペースシミュレータ導入 

 ○世界初の宇宙の石大集合企画の実施 

 ○レゴマインドストームを使用したプログラミング教室の 

拡張、新規プログラムの実施。 

・学校団体予約に新しく工作教室、サイエンスショウの予約を追

加し、より学習に特化した体験ができるよう取り組んだ。 

・入館者数アップ施策として定期入館券会員システムを導入した。 

（年間約3500人の会員組織として稼動）  

 

【現状に対する評価】 

・利用者が安全で安心して、快適に過ごす施設の管理運営に関して、短期的

にも中長期的にも目標に対する企画を実施し、安定的な管理運営を推進して

いる。とりわけ定期入館券の値下げと購入者を会員と位置付けた運営は、今

後の経営を意識した事業推進に大きな役割を果たした。また、特別展示室の

改装は利用者満足度の向上や来館者属性のシフト対策に向けた運営基盤強

化につながるものと考える。 

・前指定管理者から引継いだ備品・書類等の廃棄を自主的に行うことで、管

理効率化を図り、これに伴うレイアウトの変更によって、特別展示室、教室・

工房の移設を行い、多様なプログラム展開が可能な環境を整備するなど、現

状に甘んじることなく上を目指そうとする姿勢で施設管理運営が行われて

いる。 

・定期入館券会員システムの料金の見直しによって、これまでほとんど稼動

していなかったシステムを、動くものに変更した取組みも、評価すべきポイ

ントである。 

 

【今後予定している取組等】 

・サイエンスクラブを拡充する。（300人から500人へ増加） 

・定期入館券会員の拡充、及びリピート客の確保をする。 

（30周年限定デザイン販売、定期的なイベント情報発信） 

 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・広く、高くなった特別展示室の活用を進めるに当たり、来館者のニーズを

とらえて活かす必要がある。（例:若田光一船長と国際宇宙ステーションの役

割～科学的な体験活動を交えて～） 

・25 年度に料金改定し、新たに開始された定期入館券会員システムは、リ

ピーターの利用率向上や来館者属性のシフト変更に寄与する観点から、拡充

する必要がある。 

・定期入館券会員数は飛躍的に増大したものの、依然として収支バランスの

完全健全化には至っていないことから、施設の本来的使命を逸脱しない範囲

で、収益増大に結びつくような魅力的な有料プログラムの導入などを検討す

ることが期待される。 

・洋光台サイエンスクラブについては、１年間の活動の発表の場（展示や、

フォーラムなど直接の発表の場の設定）などを導入することによって、更な

る参加者数の増大や、現在参加している青少年の次へのステップの動機付け

にしていくことなどの検討が期待される。 



横浜こども科学館 評価シート 

 
5 

２ 事業計画 

（１）事業実施に関する基本的な考え方 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 科学体験の普及・振興のための取組について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 青少年の体験学習・集団活動の支援や、青少年指導者・育成

者の研修活動支援に取り組んでいる 
      

イ 計画的な事業展開について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 計画どおりに事業が展開されている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ) （P9-９､10） 

・市内高校生によるプラネタリウムの番組制作、投影を行う 

「青春プラネタリウム」を開催した。 

・団体専用プラネタリウム学習投影として、学年別学習投影の  

取組を実施した。 

・市内中学校の職業体験学習を積極的に受け入れた。（年9校） 

・サイエンスクラブによる環境や工作体験教室を開催した。 

・出前教室実施による、課外学習を拡充した。 

 

(ｲ) （P9-11､12） 

・身近なものを利用した、サイエンスショウ、ミニ実験を    

毎日実施した。 

・「宇宙」をテーマに子供達の質問がメインの番組を開発した。 

（毎週土日実施） 

・宇宙をテーマにした年間イベントカレンダー企画を実施した。 

○宇宙開発に関わる研究者によるトークイベント（年4回） 

○最新の天文現象に関わる観察会、及びプラネタリウムの投影。 

・各種企業、研究機関との連携による企画を実施した。 

○JAXAとの連携によるトークイベント、企画展の実施。 

○電通との連携による「星とみらいの学校」開校。 

○その他企業連携として、「ロボットバトル大会」の開催。 

○産総研との連携による「ハイパーミラー展」の開催。 

【現状に対する評価】 

・利用者サービスの向上と経費節減の両面を追求しなければならない状況の

中で、指定管理者のノウハウとスタッフ一人一人の力を最大限に活かし、工

夫改善を図りながら積極的に取り組む姿勢が、指定管理者のヒアリング・説

明、自己評価の考え方、提出資料等を通じて真摯に伝わってきた。 

・プラネタリウムのプログラム充実や、市内高校生による製作・投影といっ

た参加の場の拡充などが、着実にプラネタリウム入場者数の増大という成果

に結びついてきている。 

・宇宙をテーマとした「年間イベントカレンダー企画」を実施するなど、事

業の計画性も認められる。 

・科学体験の普及・振興のための施策が多岐に渡り展開されている。 

 

【今後予定している取組等】 

(ｱ) 

・シニア工作として青少年指導者育成プログラムを実施する。 

・プラネタリウム番組制作を中学校まで拡充する。 

 

(ｲ) 

・科学工作教室を拡充する。（年間実施回数の増） 

・更なる民間企業とタイアップした企画を展開する。 

・ボランティアスタッフ拡充による体験教室の実施増やす。 

【改善に向けた提案・意見】 

・青少年指導者、育成者に向けた研修活動支援は「青少年育成」の観点から、

事業の企画を充実し、連続講座とするなど質的に高める必要がある。 

・プラネタリウム番組制作は科学体験の普及や振興の価値の高い取組であ

り、中高生の更なる取り込みとともに、地域のクリエーターや学生の支援者

を開拓する必要がある。 

・当館の持続的発展的成長に向けた「スイングバイプラン（指定管理者提案

による展示物製作ならびに維持管理のためのマネジメントサイクル）」につ

いて、横浜市との綿密な連携の下、4 年目の展示構成機器の見直しを効果的

に実施することが期待される。 

・来館者属性のチェンジに関連し、「ジュニア（中学生）」の来館促進のため

には、「習う場」の提供のみならず、上級生が下級生を「教える場」などを

設定することで、より高い達成感が得られるような工夫も望まれる。 

・同様に、今後予定している科学教室の拡充も、年間実施回数を単に増大さ

せるだけでなく、参加者がステップアップを図っていく動機付け（例えば、

同一テーマで、基礎⇒応用⇒上級のような連続講座を組み立て、講座終了ご

とに終了証を発行するなど）によって、リピーターを創出していくことなど

も期待する。そうした中で、有料講座への参加者数を確保することが、収支

改善にもつながっていくことになると考える。 

・周辺の自然環境も生かした事業展開も期待したい。 
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（２）利用者サービスの向上について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 利用者サービス向上のための取組について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 利用しやすい工夫や館内サービスの向上、利用者ニーズへの

対応が図られている 
      

イ 科学に関する情報の収集、提供、活用について ■Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 科学に関する情報の収集、提供、活用が図られている       

ウ 広報活動・利用促進について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 広報活動・利用促進策に取り組んでいる       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ)（P9-13） 

・定期入館券料金を利用しやすい金額に改定した。 

・再入場ができるよう運用を変更した。 

・チケット発券機導入により、購入待ち時間を大幅に短縮した。 

 

(ｲ)（P9-16､17） 

・JAXA等と連携し宇宙に関わる最新情報発信した。 

・付加価値の高い番組を制作し、出前教室に活用した。 

 

(ｳ)（P9-18､19） 

・地元メディア・TV局・新聞社等への広報活動を展開した。 

・TV、ラジオ等からの取材、スタッフの出演等に協力した。 

・HP のリニューアル、及び検索エンジン対策を行い閲覧者数が

大幅にアップした。（現在「科学館」検索で上位3番目） 

・プレスリリースを強化した。（市広報室50件、その他193件） 

・市内小学校345校の全児童へチラシを配布した。（18万枚） 

 

【現状に対する評価】 

・来館者が安全で安心して、快適に施設を利用できるよう環境整備の改善と

充実を図るために、利便性の工夫や館内サービスに重点を置いた取組は、目

標の実現に向けて十分な成果をおさめている。 

・web やリーフレット等による情報発信に加え、地元の広報メディアによ

る広報活動や共同企画も資料、ヒアリング等を通じて充実した取組を実感で

きる。 

・自社が運営する他館でのシステムを活用して、チケット発券機を導入する

ことで、入館手続きを効率化するなど、利用者サービスの向上が図られてい

る。また、ユニバーサルデザイン化の推進についても、「館内順路の明確化」

が図られるなど、着実な取組みが見られる。 

・最新情報の発信面でJAXA と強く連携をしている。 

・「科学体験に関する情報」については、これまで充実を図ってきた‘宇宙’

というテーマに加え、それ以外の科学情報についても同様に「本物志向の情

報」をわかりやすい形で提供していくことが必要と考える。 

【今後予定している取組等】 

(ｱ) 

・アンケート調査により、利用者の意見を反映した企画展を   

実施する。 

 

(ｲ) 

・JAMSTEC などの研究機関との連携を図り、宇宙以外の最新

情報を集約し発信する。 

 

(ｳ) 

・HP の機能アップを図り、イベント参加申込を簡易にする   

システムを導入する。 

・TV、ラジオ、新聞等とのタイアップイベントを実施する。 

【改善に向けた提案・意見】 

・提案書に掲げられた「サイン計画」の一環として、各フロアの入口に立っ

た時に、どのような展示機器があるのかがひと目でわかるよう、各展示機器

の上に天井からの吊り下げサインを掲示することなども検討する余地があ

る。 

・科学に関する情報が宇宙に特化されている印象が強いが、リアルタイムに

来館者から寄せられる多岐にわたる質問・意見と回答については、速やかに

公開する必要がある。また、科学的体験活動に関する情報の館外発信や、日

常生活の中で実践できる科学に関するワークショップ（家庭サイエンス）の

内容の充実を図ることも大切と考える。 

・「利用促進」については、多様な媒体による広報にとどまらず、例えば「洋

光台サイエンスクラブの年度末の発表会＋科学体験会の開催」など、双方向

コミュニケーションなどを通じ、科学に関心ある子ども達の着実な掘り起こ

しを行っていくことも望まれる。 
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（３）他機関との連携・協働について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 他機関との連携・協働について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 他機関との連携・協働が図られている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

（P9-20､21,22） 

・企画連携 

○横浜 DeNA ベイスターズ、京急百貨店、日本生命、電通、

JAXA、JAMSTEC、産総研 

・地域連携 

○洋光台まちづくり協議会、洋光台地区自治会、         

洋光台サンモール商店街、磯子区役所、磯子区内施設 

・後援 

○横浜市教育委員会、横浜市小学校理科研究会 

・協働 

○横浜銀行（ネーミングライツスポンサー）、横浜市 

  

【現状に対する評価】 

・地域や学校、研究機関や企業との連携は、さまざまな形態による科学的知

識の習得や科学的体験活動を広く実践することができる。地域においては、

科学的知識はもとより、科学の楽しみ方を、学校においては実施が困難な学

習内容について実感を伴う理解を深めている。研究機関や企業においては、

科学教育のノウハウがあり、一般の人々が科学とふれ合い楽しめる活動を創

り出すなど、協業して特色ある事業を展開している。さらに、子ども科学館

の公共的機能の維持向上に努めている。 

・多様な企業との連携により講座展開を図るなど、高い機動力をもって、他

機関との連携・協働が進められている。 

・また、アウトリーチ（出張授業）などの取組みにより、地域内の学校との

連携度も着実に高められている。 

【今後予定している取組等】 

・磯子地区企業との共同企画を実施する。 

 IHI、日清オイリオ、ENEOS 等 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・学校連携については、理科に興味・関心が希薄化している教員に対し、授

業に活用できる科学的な体験活動資料や映像資料など、ライブラリーとして

の機能を充実してもらいたいと考える。 

・県内には、科学の普及を目的として、企業ＯＢなどが立ち上げたＮＰＯ法

人等が青少年向け講座を開催しているケースなどもあることから、今後は、

当館と事業趣旨を同じくする市内・県内の団体などとの連携を拡充すること

で、科学工作教室のプログラム充実を図っていくことなども考えられる。 

・とても良い連携ができているJAXA との連携レベルの団体・機関が、も

う少し増えると良いと考える。 

・連携機関などをもう少しアピールしていく余地があると思われる。 

・アウトリーチ（出張授業）について、指定管理者の努力のみに頼るのでは

なく、指定管理料の上乗せや新たな補助事業としての位置づけについて、横

浜市としても検討してもらいたい。 
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（４）地域貢献について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 地域貢献について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 地域貢献を行っている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

（P9-24､25） 

・横浜市、磯子区、地域自治会等地域イベントへの協賛及び   

参加を行った。 

・ボランティア活動を通したシルバー層の「生きがい」活動に  

貢献した。 

・洋光台地区自治会を対象としたプラネタリウム新作招待試写会

を実施した。 

【現状に対する評価】 

・子ども科学館が地域の公共施設としての機能の維持、向上に積極的な役割

を果たしている。また、館内外の活動を推進するため地域環境に関心が高く、

知識や経験が豊富な地域人材の活用を図り、地域密着型の事業の充実に寄与

している。 

・地域イベントへの積極的な参加・実施や、市内中学校の職場体験の受入な

ど、地域社会と共生しようとする明確な姿勢が見られる。 

・地域に対しての「プラネタリウムの夕べ」は好評である。 

【今後予定している取組等】 

・シルバー層を対象としたボランティアイベントを実施する。 

・ボランティア組織拡充によりシルバー層の「生きがい」活動に   

更なる貢献をする。 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・低年齢層が来館者の多くを占める課題はあるが、利用率向上とリピーター

確保の観点から短時間シッター制度の整備を進めるなど、赤ちゃん同伴の子

育てコミュニティの充実を図るのも良いと考える。 

・常に「科学」というテーマに関連させた形での地域貢献を継続していくこ

とを期待したいと考える。（一例として、ハロウィンなどで「お化けは現代

科学で解明できるか」といったテーマを設定することなども考えられる。） 

・シルバー層への貢献も必要なことであると考える。シルバー層を対象とし

たボランティアイベントについても、単なる「参加の場」にとどまらず、シ

ルバー層のそれまでの経験・知識をフルに発揮してもらい、これが青少年の

学び・成長に結びついていくような組み立てが望まれる。 
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３ 管理運営 

（１）運営体制に関する基本的な考え方について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 効率的かつ安定的な運営体制の確立 ■Ａ □Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 効率的かつ安定的な運営体制が確立している       

イ 人材育成について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 職員の育成、資質向上に取り組んでいる       

ウ 危機管理への対応について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 安全管理、危機管理への対応、事故防止に向けた対策を講じ

ている 
      

エ 個人情報保護に対する取組について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 個人情報保護に取り組んでいる       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ)（P9-28） 

・マルチジョブ運営を基本とし効率的な運営を行った。 

・より身近な科学コミュニケーションとして、「サイエンスショウ」

を実施する展示解説員がフロアで解説を実施した。 

(ｲ)（P9-27） 

・スーパーローテーション研修を推進し、各スタッフ2箇所以上

を目標として各部署の業務習得に努めた。 

（現在も経理と接客、企画と広報など積極的に兼務） 

・年度毎にスタッフ希望により配置転換を積極的に行い、スキル

アップを図った。 

(ｳ)（P9-32、34） 

・来館者の安全のため館内巡視、駐車場における警備を実行した。 

・年2回の消防署主導の防災訓練を実施し危機管理を強化した。 

(ｴ)（P9-35） 

・「個人情報保護法」、「横浜市個人情報の保護に関する条例」を  

遵守し運営を行った。 

【現状に対する評価】 

・マルチジョブ運営を基本として、限られた人数によって、サービスの質を

低下させることなく、効率的な運営が行われている。 

・必要最小限の人員でサービスの向上と効率的な運営、そしてコスト削減を

同時に追求するという状況のもと、指定管理者のノウハウを活用するととも

に、来館者が安全で安心して、快適に過ごせる施設の運営と維持管理の効率

的な面での体制が確立している。例えば、希望を基にした配置転換によるス

キルアップやスタッフ一人が業務を横断的に経験してステップアップを図

る人材育成制度が確立している。また、危機管理についてもマニュアルの策

定はもとより、平時の予防に向けた情報の共有と研修を充実させている。 

・危機管理マニュアルの整備や、プライバシーマーク取得など、安全・安心

への対応も図られている。 

・より一層の安定的な運営体制という面では、質の高いスタッフを育成して

いくとともに、収支採算確保を人件費削減に依存しない形での運営が好まし

いと考える。（施設管理側からの効率化の視点＋従業員のモチベーションア

ップの視点の両面からの人材育成） 

【今後予定している取組等】 

(ｱ) 

・マルチジョブ運営の徹底によるサービス知識向上を目指す。 

(ｲ) 

・他施設研修を実施し、視野を広げ知識レベルの向上を目指す。 

(ｳ) 

・全スタッフの定期的な救命講習受講を徹底する。 

・避難訓練実施回数の増（年2回から4回へ増） 

(ｴ) 

・年1回のチェックテストを徹底する。 

【改善に向けた提案・意見】 

・人材の定着性を促進するために、「マルチジョブ」という水平的な知識の

習得機会に加え、職員自身の科学に関する学びの場や探求の時間を付与し、

モチベーションの維持・向上につなげていくことの検討も望まれる。 

・危機管理への対応については、多数の子どもが来館している想定の下での

訓練（大地震発生などに備えた）を定期的に実施することなどで、青少年の

命の危機が生じぬよう、万全の体制を望みたい。 

・スタッフ全員による、個人情報保護に関する具体的事例の研修を実施する

と良いと考える。 

・個人情報保護に対する具体的な取り組みが見えにくい状況であるため、取

り組みをアピールすることも必要ではないか。 
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（２）収支計画について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 収支計画とコスト削減について □Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 無駄な費用の抑制に努め、計画通りに収支が推移している       

イ 財務経営状況について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 施設を継続的、安定的に運営するための財政的基盤が整って

いる 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ)（P9-38） 

 増収策の実行 

・プラネタリウムの番組を各年齢層に分けて充実させ、     

一定期間で入替を行うことにより入場者数の増加を図った。 

（年8本の入替を実施） 

・JAXA等の連携により、他館では実施のできない注目度の 

高いイベント実施し入館者数の増加を図った。 

○イトカワの微粒子を展示。 

○イプシロンロケット開発者によるトークイベント実施。 

  

コストの削減 

・マルチスタッフを育成し効率的な運営により21 年度比で人件

費を大幅に削減した。 

・ELV 運用や、空調設備の運転時間短縮による光熱水費の     

見直しを行い経費削減した。 

 

(ｲ)（P9-39） 

・㈱コングレ、㈱NTTファシリティーズの財務状況報告を 

 横浜市に提出した。 

【現状に対する評価】 

・(株)コングレは企業内容の調査結果では業界トップであり、(株)NTT ファ

シリティーズは売上高で業界１位と、いずれも財政的に健全で安定した優良

企業であると考える。 

・収入面では、プラネタリウムのプログラム拡充により、着実な入場者数の

増大が図られ、また支出面でも無駄なコストの削減に努めるなど、健全な収

支状況を目指す姿勢が見られる。 

・コスト削減への努力は評価できる。 

・年齢層に分けたプラネタリウム番組の充実や企業連携による注目度の高い

イベント開催等の増収策による収入増と人件費にかかる割合を対比すると、

コスト削減の比率は人件費削減に負うところが大きい状況である。 

・効率的な運営の推進という側面において、マルチスタッフの育成による効

率的な人員配置を行うことができ、その結果として人件費削減につながって

いく構図は、経費削減要因としてあまり良い印象に受け止められないと感じ

る。 

・入場者、入館者増による収入アップを優先策として、施設・光熱水費での

コスト削減を図る運営が必要である。 

【今後予定している取組等】 

増収策 

・会員組織（定期入館券購入者、サイエンスクラブ）等を     

強化する。 

・特別展示室を使用した一部有料展示を実施する。 

・プラネタリウム学習投影の利用率アップを図る。 

 

 コストの削減 

・長期的なコストの見直し。（電球のLED化など） 

・光熱水費等の見直しを継続する。 

 

【改善に向けた提案・意見】 

・全小中学校への利用促進や区外地域への周知を図り、収入増につなげる工

夫が必要ではないか。また、LED 電球の活用など光熱水費削減の中長期的

な対策も検討すべきと考える。 

・現状は、最終的に収支の帳尻を合わせる形で赤字発生が回避されているが、

本来的には過不足の帳尻合わせが不要な健全運営の状態を目指すべきであ

る。かかる状況下、人件費の抑制などが、職員のモチベーションに影響し、

その結果として、施設運営の質の低下につながらないよう十分に気をつけて

もらいたい。 

・こうしたことを踏まえ、特異な要因の発生なく、年間運営を行うことがで

きた25 年度収支を基盤として、今後の収入目標（予算）を見直し、現実的

な水準に引き直すことを検討する余地もあると考えられる。 

・そうした中で、提案書に掲げた目標「毎年、入館者・入場者数の2.5％増」

という目標についても慎重に再考することが望まれる。 
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（３）施設の維持管理について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア 施設の維持管理について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 施設の保守管理、維持管理に取り組んでいる       

イ 環境への配慮について ■Ａ □Ｂ □Ｃ ■Ａ □Ｂ □Ｃ 

 地球温暖化対策等、環境に配慮した取組を進めている       

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ)（P9-40～43） 

・維持管理業務責任者（電気主任技術者）配置による、設備保守、

環境衛生、清掃、警備等の総合的な管理を実施した。 

・光熱水費の分析（エレベータ・空調設備等の運転時間・温湿度

管理）を行い、光熱水費を削減した。 

・建物劣化診断（単年度・中期修繕計画報告書）に基づく老朽化

設備の更新提案を行い故障によるリスクを回避した。 

・消防、空調設備点検結果及び日常的な保守点検巡回による不具

合に対して改修工事（小破修繕）を迅速に行い、予防修繕を前

提とした改修を行った。 

 

 (ｲ)（P9-46） 

・不必要照明消灯、エレベータ運転規制等により電力使用量を管

理して、温室効果ガスの排出削減を行った。（地球温暖化防止） 

・ESCO事業者との共同、連携強化（横浜市を含めた定例会実施）

による電気・水道・ガス使用量の検証を行いエネルギーコスト

を削減した。 

【現状に対する評価】 

・一定率カットによる経費削減に偏重することなく、安全・安心・快適な施

設の維持管理を担保するため、業務指針を設定するとともに一元管理を担う

業務責任者を配置し、設備保守、清掃、環境衛生、保安警備等を総合的に実

施したことを評価する。 

・責任ある体制の下、建物劣化診断や光熱水道費の検討に基づくエネルギー

コストの削減など、着実な施設の維持管理が行われている。 

・また、施設の現状を維持するだけでなく、レイアウトの変更やユニバーサ

ルデザイン化の推進など、利用者の利便性の視点に立った取組みも実施され

ている。 

・老朽化した施設の診断・更新を適確に実施している。 

【今後予定している取組等】 

(ｱ) 

・経年 30 年を経過した、電話交換設備・防災受信盤（感知器含

む）・低圧分電盤・空調設備等の積極的且つ継続的な提案を行う。 

・横浜市「公共施設の保全・利活用基本方針」に基づいた施設の

簡易点検及び建築事業法12 条に基づく点検（建築・設備）実

施結果による改修・修繕を迅速に実施する。 

・保守点検巡回時に不具合を、消防・空調設備点検に頼らない早

期に発見出来る体制作を作る。 

 

(ｲ) 

・電力使用量等の更なる削減を目指して様々な観点から検証を 

行い、地球温暖化防止に貢献する。 

・ESCO事業者管理設備以外の照明器具のLED化を検討する。 

【改善に向けた提案・意見】 

・施設管理を効率的、安定的に実施するため、単年度または中長期にわたる

修繕事業計画を立案するとともに、休館を要する場合の代替館外事業の実施

プランニングを進め、利用者サービス向上に努めていくことが期待される。 

・建物竣工から30 年が経過することから、今後も横浜市との綿密な連携の

下で、不具合や事故の発生を防止するための改修・修繕を行っていくことが

望まれる。 

・リニューアルした特別展示室の有効活用が望まれる。 
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（４）モニタリングの実施について 

判断基準 
指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

評価（A・Ｂ・Ｃ） 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

ア モニタリングの実施について □Ａ ■Ｂ □Ｃ □Ａ ■Ｂ □Ｃ 

 事業評価及びPDCAマネジメント等により、事業改善につ

なげている 
      

指定管理者記入欄 選定評価委員会記入欄 

【評価の根拠】 

(ｱ)（P9-47、,48） 

・利用者モニタリングを実施した。 

・年次アンケートを年1回実施し、新企画、運営改善、 

設備改修等を行った。 

・セルフモニタリングを推進し、毎月の会議を行い随時横浜市  

担当課へ報告した。 

・横浜市小学校理科研究会の先生方にヒアリングを行い 

 出前教室、夏休み企画等へ要望を反映した。 

 

 

 

 

【現状に対する評価】 

・モニタリングの実施は、PDCA マネジメントサイクルに基づく事業計画

には不可欠である。 

・来館者に関する年次アンケートにおける、入館者数の多い時期・回数の設

定や有効回答率20%を越える実施は適正であり、丁寧さがうかがえる。ま

た、利用者モニタリング等の検証方法を取り入れて来館者の声を実感し、事

業計画の改善に生かそうとする積極的な姿勢が見られる。 

・アンケートやヒアリングを実施し、その結果のフィードバックが、現状の

改善や、新たな取組みの開始に活かされている。 

・理科研究会の先生方の要望も十分に反映していると感じられる。 

・アンケートの活かし方については、更なる改善が必要と思われる。アンケ

ートの中でトイレの洋式化や新企画の星空観察会などの要望はみえやすい

ものの、夏のイベントとして開催した特別企画、特別展示、展示・工房教室

を「見ていない」とする割合が高いイベントについて、その要因が内容・方

法、案内・導線、情報の周知などの何なのかを明らかにして、改善する必要

があると考える。 

【今後予定している取組等】 

・横浜市理科研究会、地域自治会等の協力を頂き、未実施である 

｢横浜こども科学館アドバイザリーボード｣を設置し､来館者目

線で運営のチェック等していただき運営水準の向上を図る。 

・開館30周年を迎える平成26年度以降は､過去3年間の 

行動計画をベースに積極的な活動を推進する。 

【改善に向けた提案・意見】 

・モニタリングする範囲を地域の方々やサイエンスクラブ会員等にも拡充す

るとともに、中高生に対して今後の「子ども科学館」に求める魅力調査を実

施することも有効と考える。 

・外部人材も参加する「アドバイザリーボード」を早期に設置し、有効に機

能させていくことが期待される。その際、実効性ある会議体とするために、

メンバー構成や会議の開催頻度などを慎重に検討することが必要と考えら

れる。 

・サイエンスクラブの成果アピールについては、工夫が望まれる。 
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