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Ⅰ

指定管理者業務評価について

１

協定の確実な執行
・

指定管理者制度は行政と事業者が協定を締結し、事業者がその協定を確実に執行す

ることが原則となる。協定の主要な要素は公の施設として行うべき「業務の基準」及
び、公募段階において事業者が提案した「提案書」を確実に達成することである。
・ この協定に定められる業務内容、求められるサービス水準を達成することによって、
公の施設の管理運営者に課せられていた規制が緩和され、民間事業者等でも公共の指
名を実施するための管理運営ができるようになったことの意義がある。
・

指定管理者制度は、公の施設において「行われるべきこと」と「その達成の確認」

という２点が最も重要な点である。
・

指定期間を通じた確認とともに、年度ごとにこの「行われるべきこと」と「その達

成の確認」を行うが、そのために制度は指定管理者に、年度事業計画（業務計画）と
年度事業報告（業務報告）の作成を求めている。
２

執行確認としての評価
・

協定の達成を確認するために、指定管理機関の年度単位に確認するための４つの仕

組みを設定している。
(１)行政によるモニタリング
指定管理者は月ごとに業務報告を行うとともに、行政として月次を基本に、施設の
管理運営を観察し、指定管理者と協議を重ねて、行われるべきことが適切、確実に行
われているかを把握する。
(２)指定管理者による自己評価
年度事業計画（業務計画）と年度事業報告に基づき、指定管理者自らが「業務の基
準」の達成と「提案書」の実現を挙証することが説明責任としてある。
このために、経営目標（戦略目標）を設定し、行政との協議によって両者共有の目
標を設定する。これが、評価軸となる。
(３)行政による評価
基本的な業務にかかるモニタリングの結果をふまえ、年度目標の達成について行政
として評価を行う。
(４)外部委員による評価
自己評価および行政評価が適切に行われていることに対する評価の客観性の確保、
専門的な知見や広範な情報ネットワークから得られる知見により評価をより適切なも
のとしていくために外部委員による外部評価を行う。
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３

評価の結果の通知と公表
・ 外部委員による横浜市泉区民文化センター指定管理者選定評価委員会(以下「評価委
員会」という。)は、評価の結果を本業務評価報告書としてまとめ、泉区長に報告する。
泉区長はその内容を指定管理者に通知するとともに公表するものとする。
・ 今回は平成 24 年度の事業内容の評価を行うものであるが、その結果低い評価があっ
た場合は、指定管理者は、残余の指定期間の改善に努めるものとする。しかし、回復
不可能な不作為や重大な未達成があり、低い評価がある場合には、泉区長は指定管理
者に対して、口頭または書面により改善勧告を行うことがある。
・

改善勧告を行ってもその改善が図られない場合には、指定の取り消しをも含む処分

を行うことがある。

Ⅱ

指定管理施設概要

１

施設概要

（１） 施設名称 横浜市泉区民文化センター「テアトルフォンテ」
（２） 所在地

横浜市泉区和泉町３５１１－９

（３） 施設規模 延床面積 2,793 ㎡（専有部分）、その他共有部分あり
（４） 施設内容 演劇ホール（386 席）
、楽屋（４室）、ギャラリー（129 ㎡）
、
創作室（54 ㎡）
、会議室（定員 30 名）、情報コーナー 他
（５） 開館
２

平成５年９月３日

施設運営における基本的な考え方
泉区民文化センターは、地域に根ざした個性ある文化の創造に寄与するため平成５
年に設置されました。舞台芸術、特に演劇専門ホールとしての設置趣旨や次に挙げる
業務の基準を踏まえつつ、施設の特徴を活かした情報の発信等を行うことにより、区
民の芸術文化活動の支援に取り組むことが求められています。
〔業務の基準〕
ア

文化事業について

・人材育成を目的とした事業を実施する。
・芸術文化活動への支援を行う。
・芸術文化活動を通じた地域をつなぐ取り組みを進める。
イ 施設の運営管理について
・文化活動のため施設を提供する。
・利用者が支障なく施設利用ができるよう、適切な説明と指導助言を行う。
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・施設及び設備・備品については、その状態を清潔に保ち、利用者が快適で安全に利
用できるよう維持保全を行う。
３ 指定管理者
（１） 事業者名 神奈川共立・共立・アズビル共同事業体
横浜市西区岡野２－３－３０
代表団体 株式会社神奈川共立
構成団体 株式会社神奈川共立
株式会社アズビル
（２） 指定期間 平成 23 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで
（３）平成 24 年度の事業実施方針
ア

施設運営
・区民に親しまれる文化交流拠点を目指し、利用者の要望や意見に耳を傾け、可能
なものは実行に移す。また、スタッフの機能を高め、利用者のニーズに応える。
・個人情報の取り扱いに留意する。
・休館日には、開館時にはできない点検や清掃、突発的な修繕などに備える。

イ

施設管理
・建築設備・舞台設備などに経年劣化が見られ、日常点検を強化し、事故の無いよ
うに努める。
・光熱水費の節減に努める。

ウ 文化事業の実施
・鑑賞事業（一般向け、こども青少年向け演劇鑑賞、ジャズ、落語、など）、普及事
業（暮らしの中の創作講座、ホールでグランドピアノを弾いてみませんか、など）、
育成事業（区民ミュージカル、演劇ワークショップ、区民企画委員プロデュース事
業、など）
、支援事業（市立中学校演劇発表会、泉区民文化祭、など）を実施、支援
する。
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Ⅲ

評価

１ 評価の方法
・

平成 24 年度事業を評価の対象とする。

・

公募時に指定管理者から提出された提案書や平成 24 年度事業計画書をもとに、評
価の対象となる「目標項目」及び「目標水準」を設定した。
（資料２）

・

指定管理者が、目標項目ごとに「具体的な取組事業・業務」を記載し、目標が達成
されたか否かの「自己評価」を行った。

・

行政が指定管理者から提出された事業計画書及び事業報告書、モニタリング結果
（資料３）
、指定管理者が行った「自己評価」等をもとに「行政評価」を行った。

・

「自己評価」、
「行政評価」、事業計画書及び事業報告書、モニタリング結果等の資
料並びにヒアリングの内容を参考に、評価委員会委員による「外部評価」を行い、
「平
成 24 年度横浜市泉区民文化センター指定管理者業務評価表」
（資料４）（以下「評価
表」という。
）を作成した。

・
２

評価委員会委員が、
「評価表」の内容をもとに、本業務評価報告書を作成した。
評価の基準

【評価の基準】
「Ａ」◆ できている
「Ｂ」◆ 一部できていない
「Ｃ」◆ できていない
・
「Ａ」を基準とし、目標が達成できた場合を「Ａ」とする。
・
「Ｂ」は、目標を達成できていない部分がある場合で、目標に足りない部分を指摘す
る。
・
「Ｃ」は、目標に大きく届かなかった場合で、その内容を指摘する。
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３

評価委員会による総評

（１）総合評価
評価軸

評価委員会

１

事業について

Ａ

２

運営について

Ａ

３

施設の維持管理について

Ｂ

４

収支目標

Ｂ

５

その他目標

Ａ

総合評価

Ａ

（２）各評価項目ごとの評価委員会コメント
ア 事業について
・

地域の伝統文化を生かした取り組みは大いに評価できるものと判断する。今後そう
した取り組みが効果的に区外へも泉区の優れた取り組みについて周知されるように
なるシステムの安定運営やその方法論の完成に期待している。

・

大学の芸術文化関連の教育との連携も目指してほしい。

・

創造拠点への取り組みは大いに評価できるし、また指定管理者として、十分に区や
区民ニーズに答えようとする努力とその成果を感じる。今後の劇場運営の指針として
の、劇場の区外への知名度向上とオリジナル性を活かしたＰＲによる来場者の増加は、
必ず区民への利用還元になるものと確信する。

・

専門ホールとしての自己評価における内容には、大いに評価できる。しかし、プロ
の劇団、俳優、演出家の選定の方法論に、やや偏向性が感じられる。また「演劇」と
いう限定したものではなく、
「舞台芸術」として捉えた上で様々なパフォーマンス上
演を展開する現状の主流(トレンド)にあって、ある意味で、地域性を活かした企画力
が必要であり、その点では、神奈川芸術劇場や埼玉芸術劇場のような規模とは言わな
いが、やはりアート性を持った劇場ブランド力が集客、存続のためには必須である。

・

プロ団体で、参加人数に達しない企画、委託料の割合が大きい企画は再考の余地あ
り。

・

区の伝統文化を活かした取り組みは、大いに評価できる。ただ、これは劇場管理と
いうより、区の方針として、区外への情宣努力を含み、もう一段階のＰＲが必要不可
欠ではないだろうか。そのことで区外からの人を呼び込み、またそれが区民の利益に
もなるはずである。
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・

区民参加型の企画事業の展開については、その努力を大いに評価したい。但し、こ
れも又、区外へのＰＲが今一つ足りないように見受けられる。とても良い企画でも区
民はもちろん、区外、市外、また県外からも人を呼び込めるためのＰＲによってさら
なる区の発見に大きな貢献が期待できる部門でもあるだけに今後の展開に期待した
い。

・

出演団体を審議して、ホールを貸すなど、ブランド化する方法もある。

イ 運営について
・

適切な人材配置によるサービス向上への取り組みには、大いに評価できる。ただし、
安心・安全の方針と劇場サービスにおける本質はその内容的に別であることを伝えて
おく。

・

区民グループとの連携に関しては、劇場利用の方法の一方向性として大いに評価で
きる。また「出来ることから」という発想は無理な企画運営の防止策として、また管
理者としての規範を十分に理解しているものと評価する。

・

大学、学生団体などへの広報も、より積極的に行ってほしい。

・

光熱費等の問題は、三年前の大震災以降、深刻な問題となっており、自己評価には
一定の理解ができる。但し、
”テアトル・フォンテ”としてのイメージコンセプトが
稀薄な点では、公会堂との差別化とブランド力の強化は、今後の検討課題として必須
であると確信している。

・

利用促進案の展開として、ＨＰを活用しているのは、一定の評価をしたいが、現状
の劇場イメージを主眼とした情宣活動よりも、区民利用ばかりが強調されているため、
劇場としてのメジャーブランド性は皆無と評価する。今後を考えれば、公会堂との上
演種類、企画内容における差別化を図らないかぎり、長期の維持運営は望めないもの
と判断する。

・

努力は認められるが、利用が進まないようなら足を使い出向いての広報も考えられ
たい。

・

接待マナーには、劇場におけるホスピタリティーと行政機関における区民サービス
とでは、その根源的意味に大きな差異が生じる。劇場空間がある意味で区民センター
化してしまうと劇場運営として利益の向上させるのは難しい。そうした現実問題を十
分に理解した上で、接客マニュアルの使用、ホスピタリティーの向上に努めていって
ほしい。

・

区民ニーズへの対応には、大いに評価したいが、舞台機構及び劇場関係者について
の対応には、専門的な知識を有する必要があり、それらに関しては、あくまでも「ニ
ーズ」ではなく、自己啓発が管理者に求められるだろう。

・

クレーム予防に関する取り組みについては、管理者側のノウハウが巧く活かせる体
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制が整っているものと判断する。
・

演劇専用ホールの使用目的としては現状評価として、特に音楽関係の利用率が、上
回っているように感じる。純粋に舞台芸術領域を区民の文化そのものと一致させるの
は不可能であり、この点をクリアさせるには、指定管理者としての責務を超えた次元
でもある。特に劇場運営としての知名度の向上、上演内容のレベルを含めた諸々は、
単に区民利用施設の機能とは別次元として扱うべきである。

・

芸術文化研究を専攻する大学生、大学院生を人材として確保・育成することは考え
られないか。

・

施設管理上の組織運営については、大いに評価できる。しかし、施設の経年劣化問
題は、あくまでも舞台を区民利用中心に考えるか、区民の福利厚生も含めたエンター
テイメントの提供も加味するのか、それによって大きく左右される点で今後検討して
いく必要があるだろう。

・

劇場コンセプトが見えない。

・

ノウハウがあるからこそ、お金が必要という中で、人材確保をよくやっている。

ウ
・

施設の維持管理について
安全・安心は公共施設のみならず、どの劇場でも当然なことであり、特段特化した
内容も見受けられない。
設備として施設内壁面等の劣化、またロビー設備では図書スペースでの使用停止(ビ
デオ視聴)スペース等の放置状態も見受けられた点、細かな環境整備意識にも更に努
力して頂きたい。

・

コストの削減は、三年前の東日本大震災以降、特に電気の節電は原子炉の停止によ
り、その影響として今後も重要な問題である。経費節減は必要不可欠であるが、公共
施設だからこそ、その利益とは関係なく、利用者へ節電意識をもってもらうきっかけ
にもなることができるはずである。区民の納得できる削減であってほしい。

・

経費節減の努力は見えるが、平成２４年度の収支予算における支出より、平成２４
年度の決算による支出のほうが多かったことの原因が主に光熱水費の増加となって
いる。

・

ガス・電気料金の値上げは、年度の初めにはある程度予測ができる事であり、収支
予算に光熱水費の増加を予測し、他の経費をもっと削減努力をするか、収入の増加策
を考えるべきである。具体的で細やかなコスト削減への努力を行うとあるが、どこま
で細部にわたって検討しているのか、光熱水費の増加を予測できないで、少し疑問を
感じる。

・

自己評価にあるコンセプトについては大いに評価できる。また目標設定については、
より高い理想実現に向け、努力して頂きたい。又、区民の利益とは何かについて考え
れば、施設の果たす役割として、個人商店や個人事業主との連携を想定した相互利益
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関係の構築も重要である。あくまでも区民の利益、ニーズの多様性にも対応した事業
展開を期待したい。
・

エ
・

なるべく助成金よりチケット収入増加に努力されたい。

収支について
上記のコスト削減への努力と一体で考えなければいけないが、これも平成２４年度
の収支予算より平成２４年度の決算による収入の方が少なかった事、経費の増加が見
込まれるのであれば、収入の増加をより一層深く掘り下げて考えるべきである。

・

経費節減の努力は見えるが、平成２４年度の収支予算における支出より、平成２４
年度の決算による支出のほうが多かったことの原因が主に光熱水費の増加となって
いる。
ガス・電気料金の値上げは、年度の初めにはある程度予測ができる事であり、収
支予算に光熱水費の増加を予測し、他の経費をもっと削減努力をするか、収入の増
加策を考えるべきである。具体的で細やかなコスト削減への努力を行うとあるが、
どこまで細部にわたって検討しているのか、光熱水費の増加を予測できないで、少
し疑問を感じる。

・

自己評価にあるコンセプトについては大いに評価できる。また目標設定については、
より高い理想実現に向け、努力して頂きたい。又、区民の利益とは何かについて考え
れば、施設の果たす役割として、個人商店や個人事業主との連携を想定した相互利益
関係の構築も重要である。あくまでも区民の利益、ニーズの多様性にも対応した事業
展開を期待したい。

・

なるべく助成金よりチケット収入増加に努力されたい。

・

上記のコスト削減への努力と一体で考えなければいけないが、これも平成２４年度
の収支予算より平成２４年度の決算による収入の方が少なかった事、経費の増加が見
込まれるのであれば、収入の増加をより一層深く掘り下げて考えるべきである。

オ その他
・

定期的な安全のための研修・訓練による危機管理の方針は大いに評価できる。また
危機管理マニュアルの作成は結構だが、特に区民利用時におけるアクシデント発生時
に管理者側による行動指示の更なる徹底と理解しやすいケース説明の方法開発も必
要なものと考えられる。

・

計画、実行、評価、改善の内、評価の段階における偏った自己分析にならないよう
ＰＤＣＡサイクルの導入を確実に実質的なものとして運営できるよう更なる自己評
価の精度向上に期待している。

9

資

料１

横浜市泉区民文化センター指定管理者選定評価委員会概要
（１）横浜市泉区民文化センター指定管理者選定評価委員会 委員名簿
氏名

所属

〇茂木 一衞

国立大学法人 横浜国立大学 教授

小林 直弥

日本大学准教授

長島 喜代子

泉区文化振興委員会 委員長

日並 勇

泉区連合自治会町内会長会

鈴木 敏光

東京地方税理士会 戸塚支部所属 税理士
※〇印は委員長

（２）評価委員会開催経緯
第１回委員会

平成２５年１２月１６日（月）10:00～11:00
会場：泉区民文化センター 会議室
議題：評価スケジュールについて
評価基準項目等について
その他

施設見学

平成２５年１２月１６日（月）11:00～12:00
会場：横浜市泉区民文化センター

第２回委員会

平成２６年３月１７日（月）10:00～11:45
会場：横浜市泉区総合庁舎３階特別会議室
議題：横浜市泉区民文化センターの指定管理者の業務評価
について

評価の対象となる目標項目及び目標水準

資 料２

目標項目

目標水準

１ 事業について
(1) 区民との協働の仕組みの充実
区民参加による事業展開

区民企画委員、区民サポーター制度を通じて区民参加の事
業展開を図ります。

人材の育成

地域文化活動を支えていく人材を育成します。

(2) 地域文化の発信の拠点としての機能の充実
発表や鑑賞の場としてだけでなく、区民ミュージカル・付属劇
舞台芸術の創造の拠点としての取り組
団や各種サークルなどの育成進め、芸術と創造の拠点として
み
の機能を充実させます。
演劇を中心とした文化事業の展開

演劇専門ホールとしての機能を活用し、質の高いプロの劇団
などの公演を誘致します。

(3) 地域に根ざした文化支援
区民文化祭、伝統文化（いずみ歌舞 区民とともにつくる文化施設とし、区民文化祭などへの支援を
伎、太鼓・お囃子、相模凧）などへの理 します。また伝統文化の盛んな地域性に鑑み、保存団体や
解と支援
事業への理解と支援を行います。
区民との接点の拡大

様々な年代や、ファミリー層が手軽に楽しめる文化事業を企
画・実施します。

２ 運営について
(1) 地域文化施設としての開かれた運営
利用者満足度の向上の取り組み

舞台芸術への専門的な知識を持った人材による利用者への
適切な支援を行い、利用者の満足度を向上させます。

情報の発信

フォンテ通信やホームページ、広報よこはまなどを活用し
様々な情報を発信して、認知度と好感度をアップさせます。

(2) 施設利用率の向上
利用実態の把握

施設の利用状況を把握し、分析を行い結果をスタッフで共有
します。

利用促進策の展開

施設の魅力を紹介し、誘致を行います。また、対応の充実に
よりリピーターの確保を進めます。

(3) サービスの向上
ホスピタリティーの向上

接客、問い合わせなどにホスピタリティーあふれる対応を心が
けます。

区民ニーズの抽出と対応

アンケートや直接の意見、センター委員会などにより区民
ニーズを把握し、事業へ反映していきます。

苦情処理の対応と反映

お客様からの苦情をスタッフで共有し、改善に結び付けま
す。

目標項目

目標水準

(4) 地域文化施設としての適切な組織運営と専門的な人材確保と育成
高い意欲と経験の有する人材の確保・ 文化施設運営のための高い意欲を持った人材を確保すると
育成
ともに、研修などを通じて育成を図ります。
適切な組織運営

共同体としての人材・ノウハウの協力体制をとりながら、適切
な組織運営に結び付けます。

３ 施設の維持管理について
(1) 設備・備品の適切な維持管理と環境
の維持

法令や業務の基準に定める内容に沿い、安全面に配慮し、
適切な保守管理を実施します。また清潔な環境を維持するた
め、清掃業務を適切に実施します。

(2) 環境負荷の軽減

省エネなど環境への配慮した施設運営を心がけます。

４ 収支について
(1) コスト削減への努力

事務費を中心とする経常的経費について縮減努力を行いま
す。

(2) 収入向上への努力

自主事業の効果的な展開や、補助制度の利用など様々な工
夫によって収入の増額を図ります。

５ その他
(1) 危機管理対策の充実
危機管理マニュアルの作成・共有

防犯・防火や事件・事故などに関して、危機管理マニュアル
を作成し、共有します。

日常的なデーターを整理分析し、定期的に区への報告を行
(2) 自己評価・ＰＤＣＡサイクルの導入と適
います。ＰＤＣＡサイクルの趣旨と運用結果について、全ス
切な運用
タッフで共有します。
(3) 情報公開と個人情報保護への取り組み
情報公開への取り組み

情報公開の趣旨に鑑み、規定等を策定し、適切に運用し
ます。

個人情報保護の取り組み

個人情報を含む書類は、施錠できる書庫に保管します。研修
を実施し、個人情報保護の重要性を共有します。

資 料３
行政によるモニタリングを通じた業務執行の確認
【状況】
・

日常的な業務、施設の管理状況、自主事業の実施状況等は、区職員が適宜施設を訪問

し、状況確認に努めた。
・

毎月、区役所に提出される報告書、自主事業案内により運営状況のモニタリングを実

施した。
・

平成５年９月３日の開館後、
平成 18 年４月１日から指定管理者による運営が行われ、
指定管理第２期２年目も大きなトラブルもなく運営が行われた。

【利用率】

コマ単位

ホール

ギャラリー

会議室

リハーサル室

創作室

合計

23 年度

84.9%

67.9%

97.1%

95.3%

78.8%

84.8%

24 年度

84.0%

66.7%

95.9%

94.4%

79.9%

84.2%

【人員体制】
・

年間を通して計画通りの人員が配置され、必要人員は確保されていた。

【維持管理業務】
・

年間を通して保守点検は適切に行われ、修繕箇所の早期発見と区への報告により、良

好に管理されている。
【収支結果】
・

利用料金収入は予算を下回り、事業を当初よりも追加したものの自主事業収入も予算
を下回り、結果として予算と比べて８２４千円程度の収入の減額となった。
一方支出については、管理費・事務費を節減したものの、事業を追加したことによ
り事業費が予算を上回り、またガス・電気料金の値上がりにより４９１千円程度の増
額となった。
その結果、収支差額がマイナス１，３１５千円となった。

【評価】
・

神奈川共立・アズビル共同体として指定管理２期目を迎え、第１期の取り組みを活か

しながら、地域の芸術文化活動を支える人材育成と、区民との協働による地域に密着し
た自主事業展開を行っている。
・

地域の文化団体との意見交換や、地域に出向いての事業活動などを通して、地域に根

ざし気軽に訪れることのできる文化施設としての地位を確立している。
・

収支においては、事務費や光熱水費を中心に縮減努力をしているが、電気代、ガス・

電気料金の値上がりもあり、経費節減につながっていない。しかし、収入向上について
は、情報発信ツールのリニューアル等の努力がなされている。
・

事業、運営、維持管理等全体を通じて、指定管理者の業務の基準に沿った形で事業展

開が行われている。

平成２ ４ 年度横浜市泉区民文化セン タ ー指定管理者評価表
目標
目標項目
１

目標水準

具体的な取組事業・業務

自己評価

事業について

外部評
価

行政評価

評価点

評価委員会コメント

評価

(1) 区民との協働の仕組みの充実

前指定管理期間より継続して施
設運営への区民参加を様々な形
で積極的に行っています。区民
企画委員の立案による自主事業
企画の開催や区民サポーターに
よる事業開催時のサポート業務
など、区民との協働の仕組みづく
りに取り組んでいます。

区民企画委員の提案で実施される自主事業
（年間４事業程度）の他、市民ボランティアグ
ループの事業協力を得て実施される事業（年
間４事業程度）など、年度を重ねるごとに質・
量ともに充実度が増しています。区民参加の
仕組みづくりへの努力の成果と考えます。そ
の一例として市民参加型音楽企画の「水と緑
のコンサート」や定期的なスクエアコンサート
は毎年開催される事業に成長しています。ま
た、区民サポーターの皆さんにレセプショニ
スト研修を受けていただくなどの方法で職員
業務の補助的役割を担っていただいていま
す。
自主事業の講座（年間４事業程度）やワーク
ショップ（年間３事業程度）への参加者数は、
各事業とも平均で10%ほど増えており、市民
参加ミュージカルへの参加者数（初年度参加
者数32人・次年度参加者数39人）の増加傾
向も含め、区民ニーズを充分把握した自主
事業を今後も継続したいと思います。

区民参加による事業展
開

区民企画委員、区
民サポーター制度
を通じて区民参加
の事業展開を図り
ます。

人材の育成

泉区文化振興委員会や泉区伝統文化保存
会、文化関連NPO法人の方々との意見交換
の機会を増やし、その活動の側面的支援を
地域の伝統文化（伝統芸能）の 充実させました。「いづみ紙芝居一座」の創
継承や、文化活動組織・グルー 作活動は、地域に伝わる昔話を掘り起し17
プなどに様々な形で支援を行っ 作品完成の成果を残しています。その他にも
地域文化活動を支 ています。活動のための場所の 「相模凧」の工作講座や「吊るし雛」の展示会
えていく人材を育 提供や人材育成のための機会づ など、地域に根差した事業運営を心がけてい
成します。
くりなどを通し、地域との交流を ます。
深める努力を基本的な業務水準 次世代を担う若年層の育成支援事業として、
及び目標として施設運営を行っ フォンテ・ピット・ジュニア（子供向け演劇ワー
クショップ）や子供音楽ワークショップ、バレ
ています。
エ・レクチャー・コンサートなどを開催し、芸術
文化の芽を育む取り組みを行うことで地域文
化の底辺拡大を目指しています。

A

A

子ども向け演劇ワークショップと
して区民ホールで発表を行った
り、「いづみ紙芝居一座」がケア
プラザなどで定期的に公演を行う
など、地域での活動も積極的に
区民主体での事業を展開してい
ます。区民サポーターは事業の
サポートという役割と意義を再確
認した結果、人数は減少しました
が、今後の再構築が期待されま
す。

子ども向け演劇ワークショップを
経験した子どもたちが区民ミュー
ジカルに参加するなど地域活動
を支える人材を育てています。
アズビルアワード（芸術文化支援
制度）を継続して実施していくな
ど、若手の発掘にも取り組んでい
ます。

A

A

A

A

・特に区民ミュージカル参加における
成果として、本格的に舞台を目指す
子ども達が出はじめていることをある
機会に知り、それらを含めて成果とし
て、その努力に関しても指定管理者と
して十分な成果を上げているものと評
価する。

・地域の伝統文化を生かした取り組
みは大いに評価できるものと判断す
る。今後そうした取り組みが効果的に
区外へも泉区の優れた取り組みにつ
いて周知されるようになるシステムの
安定運営やその方法論の完成に期
待している。
・大学の芸術文化関連の教育との連
携も目指してほしい。

(2) 地域文化の発信の拠点としての機能の充実

発表や鑑賞の場と
してだけでなく、区
民ミュージカル・付
舞台芸術の創造の拠点 属劇団や各種サー
としての取り組み
クルなどの育成進
め、芸術と創造の
拠点としての機能
を充実させます。

充実した創造の場の提供に留ま
らず、舞台芸術の発信拠点とし
ての機能を整備しました。市民参
加型ミュージカルのリニューアル
をはじめ、新たな創造体への支
援や上質な鑑賞事業の提供を基
軸に、舞台芸術に興味を持つ小
中学生の育成に力を注いでいま
す。

前指定管理期間より4年間継続開催された泉
区民ミュージカルをリニューアルし、一般市民
参加者全員が高いレベルの創造環境を体験
でき、地域を代表する良質な創作オリジナ
ル・ミュージカル作品として創造発信ができる
仕組みを整えました。そのフォンテミュージカ
ルは、区民及び演劇関係者から大きな反響
と好評価を得ています。また、従来の「付属
劇団」の持つ概念（イメージ）から自然発生的
に進化した創造環境として、個人と集団の区
別を取り除いた自由な創造活動ができる演
劇創作システムが構築されつつあります。今
後も地域の芸術文化拠点として、その機能と
役割を充分に発揮したいと思います。

1 ページ

A

区民ミュージカルについては、事
業成果の向上を図るため、演出、
舞台技術などの指導をアマチュ
アからプロに代える、フォンテ
ミュージカルへの名称変更などの
リニューアルを行い、参加者・観
客の満足度向上に努め、現在各
種サークルが活動しやすい仕組
みづくりを進め、泉区の芸術の拠
点として機能しています。

A

A

・創造拠点への取り組みは大いに評
価できるし、また指定管理者として、
十分に区や区民ニーズに答えようと
する努力とその成果を感じる。今後の
劇場運営の指針としての、劇場の区
外への知名度向上とオリジナル性を
活かしたＰＲによる来場者の増加は、
必ず区民への利用還元になるものと
確信する。

目標
目標項目

目標水準

具体的な取組事業・業務

市民（区民）との協働を主とした
運営理念を基に、新たな地域コ
ミュニティーの形成と文化的地域
演劇専門ホールと 活性化を目標にした支援事業を
しての機能を活用 行っています。泉区文化祭の催
演劇を中心とした文化事
し、質の高いプロ 事利用では、施設利用料の全額
業の展開
の劇団などの公演 減免を行い区内文化団体の活動
を誘致します。
支援を継続しています。また、地
域特有の伝統文化への理解を深
め、その活動支援を行っていま
す。

自己評価
演劇専門ホールの特性を活かし、プロの演
劇団体による上質な演劇鑑賞事業（年間2～
3事業）の招致の他に、プロの俳優・演出家を
招いた講座・ワークショップを定期的に開催し
ています。優れた芸術文化の鑑賞機会の提
供と、通常触れることができないレベルの高
い創造環境を提供することにより、お客様や
参加者からは「素晴らしい演劇公演をありが
とうございました。」「演劇への係わりに明確
な動機付けができました。」などの感想をい
ただいています。また、共催事業として、横浜
市立中学校演劇連盟、同じく私立中学校演
劇連盟、神奈川県高等学校演劇連盟の発表
会やワークショップに、施設利用料全額減免
での施設提供を行っています。同様に横浜
演劇の会に所属するアマチュア劇団の公演
を年2回招聘し、施設利用料半額減免で継続
支援するなど、ホールの使命と役割を有効に
活用し施設設置目的を果すべく事業運営を
行っています。

評価点

行政評価

外部評
価

評価委員会コメント

B

・専門ホールとしての自己評価における内容
には、大いに評価できる。しかし、プロの劇
団、俳優、演出家の選定の方法論に、やや偏
向性が感じられる。また「演劇」という限定した
ものではなく、「舞台芸術」として捉えた上で
様々なパフォーマンス上演を展開する現状の
主流(トレンド)にあって、ある意味で、地域性を
活かした企画力が必要であり、その点では、
神奈川芸術劇場や埼玉芸術劇場のような規
模とは言わないが、やはりアート性を持った劇
場ブランド力が集客、存続のためには必須で
ある。
・プロ団体で、参加人数に達しない企画、委託
料の割合が大きい企画は再考の余地あり。
・学生の演劇部への優遇措置があるといい。
・ダンス・バレエは教育現場のニーズがあるの
で、利用できるといい。
・演劇は、装置等が大がかりなため、利用者
が身構えてしまっているところがある。
・演劇は、練習が長く参加しづらい面がある。
・出演団体を審議して、ホールを貸すなどブラ
ンド化する方法もある。
・泉公会堂との棲み分けが必要。
・利便性の問題があるが、お客様の呼び方や
モチベーションで乗り越えられる。
・横浜で若手やアマチュアの劇団で場所を探
しているところは多いが、ブランド化された劇
場を選ぶ傾向があるのでブランド化は必要で
ある。

音楽に比べ、演劇のニーズが少
ない中で、演劇専用ホールとして
の館の設置趣旨を踏まえ演劇や
公演の企画・誘致などに取り組ん
でいます。区内はもとより区外、
市外へのPRが期待されます。ま
た、劇作体験ワークショップなど
を区民参加の演劇講座を開催
し、好評を博している。

A

A

(3) 地域に根ざした文化支援

区民とともにつくる
文化施設とし、区
民文化祭などへの
区民文化祭、伝統文化
支援をします。また
（いずみ歌舞伎、太鼓・お
伝統文化の盛んな
囃子、相模凧）などへの
地域性に鑑み、保
理解と支援
存団体や事業への
理解と支援を行い
ます。

区民との接点の拡大

市民（区民）との協働を主とした
運営理念を基に、新たな地域コ
ミュニティーの形成と文化的地域
活性化を目標にした支援事業を
行っています。泉区文化祭の催
事利用では、施設利用料の全額
減免を行い区内文化団体の活動
支援を継続しています。また、地
域特有の伝統文化への理解を深
め、その活動支援を行っていま
す。

各年代が気軽に楽しめる文化芸
術事業を、開催時期のバランス
様々な年代や、
を取りながら毎年年間50事業前
ファミリー層が手軽 後行っています。夏のオープン
に楽しめる文化事 デー（施設開放デー）をはじめと
業を企画・実施しま する「地域の方々との接点の拡
す。
大」を目指した事業を増やし、地
域に根ざした公共文化施設の実
現に努力しています。

区民文化祭への支援協力として施設提供の
他に技術・人員の提供を行い、より効果的な
形で支援を行えるようにしました。（演劇集団
ふぉんて公演・他）また、地域特有の伝統文
化の伝承に様々な取り組みを行っています。
（相模凧作り講座・吊るし雛アート展示会・
他）このような取り組みにより、泉区文化振興
委員会を中心とした地域の文化団体（約40団
体）との連携を深ることができ、人のつながり
を基軸にした文化的地域コミュニティーの形
成が具体的（文化事業案件での協力・集客
動員などへの協力・他）になりつつあります。
今後は、取り組みへの達成目標を明確にし、
更なる文化醸成のための底辺拡大に努めた
いと思います。
前指定管理期間で蓄積した事業実績とノー
ハウを活かし、区民のニーズに応える文化事
業を行っています。一般向けの演劇・音楽鑑
賞事業（「フォンテ劇場」「フォンテジャズコレ
クション」）や古典芸能鑑賞事業（落語「ふぉ
んて寄席」・狂言「ふぉんて狂言会」）、子供向
けの鑑賞事業（「フォンテこども劇場」）、親子
向けの鑑賞事業など、「にぎわいの創出」を
目指した企画事業が好評を得ています。ま
た、各年代層に区分した育成支援事業
（「フォンテピット」）や市民参加型事業（「フォ
ンテミュージカル」「いずみ紙芝居一座」）、文
化活動支援事業などを開催し、多くの市民の
皆様にご満足いただいています。（自主事業
アンケート集計より）
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区民自らの手で創り上げる区民
文化祭への理解を深め、支援な
どを積極的に行っています。また
地域の伝統文化への理解も高く
スタッフと団体との人的なつなが
りも出来ています。

A

A

A

親子で参加できる企画や、こども
区民劇場や中高年向けの落語な
ど幅広い世代をターゲットにした
企画を実施してします。

A

A

A

・区の伝統文化を活かした取り組み
は、大いに評価できる。ただ、これは
劇場管理というより、区の方針とし
て、区外への情宣努力を含み、もう一
段階のＰＲが必要不可欠ではないだ
ろうか。そのことで区外からの人を呼
び込み、またそれが区民の利益にも
なるはずである。

・区民参加型の企画事業の展開につ
いては、その努力を大いに評価した
い。但し、これも又、区外へのＰＲが
今一つ足りないように見受けられる。
とても良い企画でも区民はもちろん、
区外、市外、また県外からも人を呼び
込めるためのＰＲによってさらなる区
の発見に大きな貢献が期待できる部
門でもあるだけに今後の展開に期待
したい。

目標
目標項目

目標水準

具体的な取組事業・業務

自己評価

外部評
価

行政評価

評価点

評価委員会コメント

評価

２ 運営について
(1) 地域文化施設としての開かれた運営

適切な専門人材と人員
の配置と効率的組織運
営

今期指定管理期間において、運営組織を支
える人材の質的充実に取り組んでいます。ま
た、専門的知識と経験を有し公共文化施設
の運営に適した人材の確保に努めていま
職員および舞台ス
職員7名、舞台スタッフ2名、カル す。適切な人員配置と効率性の高い運営シ
タッフの適正な人
チャースタッフ10名のシフト勤務 ステムにより、お客様サービスの向上を図る
材を配置して運営
により、円滑で効率性の良い組 取り組みも行っています。施設管理と運営に
します。また、安全
織運営とサービスの提供を行っ あたり、お客様への「安全と安心」の提供を
管理の徹底と、労
ています。また、各セクションの 行うため、定期的な施設設備点検の他に自
働基準法を遵守し
仕事を可能な範囲でマルチジョ 主点検（月3回実施）と職員研修（コンプライ
た安全で快適な
ブ化し、木目の細かい管理運営 アンス研修・レセプショニスト研修・他）及び訓
サービスを提供し
を心がけています。
練（防災訓練・減災講習・他）を行っていま
ます。
す。また、就業管理を適切に行うこととコンプ
ライアンスの徹底に努めることで、「事故0・ク
レーム0」を目指しています

外部組織との連携体制
の構築

主として「地域コミュニティーの活性化」を目
標に、多ジャンルの文化事業を対象に協働と
連帯の具体的取り組みを行っています。（「ク
リスマスコンサート」：フェリス女学院との連携
事業、「親子deイラスト講座」：地域NPO法人
との連携事業、「おいでよフォンテ2012/バレ
エ・レクチャー・コンサート」：泉区洋舞連盟と
の連携事業、他）また、文化団体・教育機関・
市民グループと住民組織・商業施設・企業な
どの意向（文化事業への要望や施設運営へ
の要望など）を「すくい取り、役立てる」仕組み
づくりを模索しつつ、施設機能と運営体の能
力を発揮して「出来ることから」実施すること
で、協働と連帯の具体的成果を得ることがで
きました。

地域の文化関連団体（泉区文化
振興委員会・泉区伝統文化保存
会・泉洋舞連盟・泉区美術会・
他）との情報交換の機会を増や
市民グループとの
し、より密な連携体制を保持して
連携を図ります。
います。また、市民グループ・文
化団体との意見交換を積極的に
行うことで、協働の底辺拡大に取
り組んでいます。

適切な人員配置により、事故の
防止、サービスの向上が実現さ
れています。また、施設の保守点
検を着実に行い、維持管理に向
けて適切な対応をとっています。

Ａ

A

A

地域の文化関連団体との連携
も、第一指定管理期間よりも深
まっています。

Ａ

A

A

・適切な人材配置によるサービス向
上への取り組みには、大いに評価で
きる。ただし、安心・安全の方針と劇
場サービスにおける本質はその内容
的に別であることを伝えておく。

・区民グループとの連携に関しては、
劇場利用の方法の一方向性として大
いに評価できる。
また「出来ることから」という発想は無
理な企画運営の防止策として、また
管理者としての規範を十分に理解し
ているものと評価する。
・大学、学生団体などへの広報も、よ
り積極的に行ってほしい。

(2) 施設利用率の向上

利用実態の把握

施設運営に関する様々な情報を
集約・整理する目的で、月1～2
回の頻度で月例職員会議を開催
施設の利用状況を
しています。また、全スタッフ（職
把握し、分析を行
員・カルチャースタッフ・舞台技術
い結果をスタッフで
職員）がその内容を共有できる
共有します。
環境（「回覧」「スタッフ連絡簿」
等）を備え、日常的な業務遂行へ
反映させています。

健全な収支計画の遂行のために、的確な区
民ニーズの把握と施設利用状況の掌握は必
須と考えます。光熱水費の高騰が収支計画
に多大な影響を及ぼしている現状を踏まえ、
利用状況の分析から可能な限りの直近の事
業の原価構成の微修正や事業の集客ＰＲの
促進、木目細かい光熱水費の削減努力（例
温水器の停止、照明の間引き）などを行い、
具体性を持った施設運営案の基に様々な取
り組みを行っています。また、定期的な職員
会議（毎月1回）で状況を検証し対応策の検
討を行うとともに、スタッフ全員で情報の共有
を図り利用者の要望に合致した施設運営を
行っています。
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定期的な職員会議を行い、利用
状況を全職員が共有し、報告や
意見交換が行える環境が整って
います。分析も行っています。

Ａ

A

A

・光熱費等の問題は、三年前の大震
災以降、深刻な問題となっており、自
己評価には一定の理解ができる。但
し、”テアトル・フォンテ”としてのイメー
ジコンセプトが稀薄な点では、公会堂
との差別化とブランド力の強化は、今
後の検討課題として必須であると確
信している。

目標
目標項目

利用促進策の展開

目標水準

具体的な取組事業・業務

自主事業広報を全般的にリ
ニューアルし、その中に施設周
施設の魅力を紹介
知に関する内容を盛り込むこと
し、誘致を行いま
で、複合的で効果的な情報発信
す。また、対応の
を行えるようになりました。また、
充実によりリピー
施設の魅力づくりにアイディアを
ターの確保を進め
出し合い、新たな顧客獲得とリ
ます。
ピーターの増加を目的とした取り
組みを行っています。

自己評価
情報発信機能を充実させ、自主事業宣伝と
施設周知をお客様に解りやすい形で発信し
ています。（「ホームページ」のリニューアル、
「催し物案内」と「フォンテ通信」の統合リ
ニューアル→「フォンテプレス」） また、受付
対応と接客技術の向上を主とした研修を定
期的に行い、お客様に「気持ち良くご来館い
ただき、気分良くお帰りいただく」ことを目指
し、利用率の向上と来館者数の増加につな
げるべく努力をしています。来年度からは、
安定的な顧客獲得を実現するために、「友の
会」組織の稼働を検討しています。

評価点

Ａ

外部評
価

行政評価
情報発信による利用促進につい
ても、案内の更新等の工夫が見
られます。今後は、友の会をフォ
ンテメンバーズという名前に装い
を新たにし顧客の管理、拡大を
図るなどの方策を検討していま
す。

A

B

評価委員会コメント
・利用促進案の展開として、ＨＰを活用してい
るのは、一定の評価をしたいが、現状の劇場
イメージを主眼とした情宣活動よりも、区民利
用ばかりが強調されているため、劇場としての
メジャーブランド性は皆無と評価する。今後を
考えれば、公会堂との上演種類、企画内容に
おける差別化を図らないかぎり、長期の維持
運営は望めないものと判断する。
・努力は認められるが、利用が進まないような
ら足を使い出向いての広報も考えられたい。
・劇場コンセプトが見えないと売りが見えな
い。
・区に来る拠点になるといい。
・区としての戦略、文化担当専門のセクション
があるといい。

(3) サービスの向上

ホスピタリティーの向上

区民ニーズの抽出と対
応

苦情処理の対応と反映

研修による接遇マナー及び技術
の向上をベースに、日々の接客
接客、問い合わせ 事例を連絡し合い共有と経験値
などにホスピタリ の蓄積を行っています。お客様
ティーあふれる対 の立場に立ったホスピタリティー
応を心がけます。 の実効性を重視し、更なるサービ
スの向上と「接遇クレーム0」を目
指した取り組みを行っています。

アンケートや直接
の意見、センター
委員会などにより
区民ニーズを把握
し、事業へ反映し
ていきます。

自主事業開催時には欠かさずア
ンケートを取り、市民の皆様のご
意見を集約してニーズに応える
ようにしています。また、センター
委員会からのご意見やご利用者
様からのご意見を精査し、運営
に反映させています。

「クレーム0」を達成目標にし、ご
意見を施設運営のプラス要素に
お客様からの苦情 できるよう職員教育を行っていま
をスタッフで共有 す。お客様からのご意見は、苦
し、改善に結び付 情・クレームを含めて全職員で把
けます。
握し、素早く適切に対応できるよ
う研修を重ねています。（接遇マ
ナー研修・他）

接遇マナー研修を年1回、業務内規の研修を
年2回、自主的な防災訓練を年2回実施して
います。また、「スタッフ連絡簿」を毎日更新し
接遇事例の共有と伝達事項の確認を行って
います。これらの作業は、お客様へのホスピ
タリティーの充実と接客技術の向上に充分な
効果を発揮しており、「いつでも・だれでも・ど
んなときでも」のマルチジョブ化と連動してお
客様サービスにつながっています。

自主事業アンケートの集計を、その他のモニ
タリングと並行して施設運営の参考にしてい
ます。また、お客様との対話がニーズ把握の
最重要ポイントと考え、積極的なご意見聴取
（情報収集）を行い運営に反映させています
（職員会議での報告・検証・改善点の修正と
実施・等）。また、センター委員会でのご意
見・指摘事項・改善点などの内容は、協議を
重ねた上で施設運営に役立つよう活用して
います。（事業体内での指摘事項の検討と修
正・他）今後は、自治体との連携を軸に、区
民ニーズへの対応を充実させたいと思いま
す。
苦情・クレームにつながりやすい要素を把握
し、それに備えることで業務上のリスク軽減
を図っています。また、その原因となる要素を
具体事例として抽出し、ケースに応じて適切
な対応・処置が取れるよう研修を行っていま
す。全国に展開する共立グループが保持す
る事例と対処ノウハウを活用し、研修等で苦
情・クレームの予防に取り組んでいます。今
後は、お客様の意図する部分を的確に察知
し対処できる職員教育を充実させたいと思い
ます。
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お客さまからの声をこまめに拾
い、対応結果を細かく残し改善に
結びつけている点が、評価できま
す。また接客マニュアルを作成
し、舞台スタッフ含めた職員全員
に周知しています。

A

A

A

事業ごとにアンケートをこまめに
とり、職場内で共有し、施設運営
に生かしています。また区へ提出
する報告書へ内容と対応を記載
するなど開かれた広聴を心がけ
ています。

A

A

A

・接待マナーには、劇場におけるホス
ピタリティーと行政機関における区民
サービスとでは、その根源的意味に
大きな差異が生じる。劇場空間があ
る意味で区民センター化してしまうと
劇場運営として利益の向上させるの
は難しい。そうした現実問題を十分に
理解した上で、接客マニュアルの使
用、ホスピタリティーの向上に努めて
いってほしい。

・区民ニーズへの対応には、大いに
評価したいが、舞台機構及び劇場関
係者についての対応には、専門的な
知識を有する必要があり、それらに
関しては、あくまでも「ニーズ」ではな
く、自己啓発が管理者に求められる
だろう。

クレームを共有したり、区への報
告書へ内容と対応を記載するな
ど開かれた広聴とクレームの低
下に努めています。

A

A

A

・クレーム予防に関する取り組みにつ
いては、管理者側のノウハウが巧く
活かせる体制が整っているものと判
断する。

目標
目標項目

目標水準

具体的な取組事業・業務

自己評価

外部評
価

行政評価

評価点

評価委員会コメント

(4) 地域文化施設としての適切な組織運営と専門的な人材確保と育成

今期指定管理期間において、運
営組織を支える人材の質的充実
文化施設運営のた に取り組んでいます。人材確保
めの高い意欲を
にあたっては適性と能力を重視
高い意欲と経験の有する 持った人材を確保 し、意欲的で高い専門的知識を
人材の確保・育成
するとともに、研修 持った人材を各文化ジャンルに
などを通じて育成 配置しています。また、各種文化
を図ります。
事業研修への参加を積極的に行
い育成を図っています。（公文協
文化事業研修・他）

適切な組織運営

演劇専用ホールの施設機能を充分に活用で
きる人員体制を備えています。館長及び舞台
技術責任者・職員に演劇関連の経験値豊か
な人材を配置し、お客様のご要望に対応する
とともに専門的な分野においてのアドバイス
や技術提供・支援協力を行っています。ま
た、音楽ジャンルにおいても知識豊富な職員
を複数名有し、お客様ニーズに適切な対応を
行えるよう体制を整えることで、顧客満足度
を向上させることができました。人材育成を
目的とする取り組みとして、研修参加の際の
内容報告や研修内容の実効的活用を行って
います。また、横浜市内の他施設での事例を
研修で取り上げ、運営能力の維持・向上に取
り組んでいます。

共同事業体としてのメリットを活かし、専門分
野で高い効率性を発揮しています。また、施
構成団体との定期的（月1回）な 設運営のための情報共有を日常的に行うこ
共同体としての人 運営会議を開催し、情報共有と とで組織としての対応能力の向上を図り、お
材・ノウハウの協 運営方法の協議を行っていま
客様サービスの充実につなげることができま
力体制をとりなが す。また、施設管理面を担当する した。今後は、施設設備の経年劣化問題へ
ら、適切な組織運 企業との連絡を密にすることで、 の対処や新たな設備の導入に向け、それぞ
営に結び付けま
修繕案件の実施や水光熱費の れの企業特性を更に活かし、施設運営にプ
す。
抑制に適切な対応を取ることが ラスアルファーをもたらすことが出来るよう努
出来ています。
力します。

区民文化施設の意義と、目的を
十分に理解した人材の確保を心
がけています。 ＯＪＴを通じて、
スキルアップや、他事業への参
加など人材育成に取り組んでい
ます。

A

A

A

共同事業体として、それぞれ得意
分野としての力を発揮するにとど
まらず、アズビルアワードを実施
するなど進取の精神も、組織とし
て持ち合わせています。

A

A

A

・演劇専用ホールの使用目的としては現状評
価として、特に音楽関係の利用率が、上回っ
ているように感じる。純粋に舞台芸術領域を
区民の文化そのものと一致させるのは不可能
であり、この点をクリアさせるには、指定管理
者としての責務を超えた次元でもある。特に劇
場運営としての知名度の向上、上演内容のレ
ベルを含めた諸々は、単に区民利用施設の
機能とは別次元として扱うべきである。
・芸術文化研究を専攻する大学生、大学院生
を人材として確保・育成することは考えられな
いか。
・ノウハウがあるからこそ、お金が必要という
中で人材確保をよくやっている。
・劇場の方向性がない、舞台監督の不在とい
う部分をコンセプトを持った大学院生等を活か
していけないか。

・施設管理上の組織運営について
は、大いに評価できる。しかし、施設
の経年劣化問題は、あくまでも舞台を
区民利用中心に考えるか、区民の福
利厚生も含めたエンターテイメントの
提供も加味するのか、それによって
大きく左右される点で今後検討してい
く必要があるだろう。

評価

３ 施設の維持管理について
お客様の安全と安心を第一に、利便性の高
い
気持ちのいい文化施設の維持を行っていま
す。施設各種点検業務は、電気設備・情報通
法令や業務の基準
信・空調機器・給排水・消防設備・昇降機・他
適切な施設保守管理を行うた
に定める内容に沿
の点検を定期的に行い、舞台設備点検業務
め、業務水準で定められた施設
い、安全面に配慮
は、ピアノ保守点検・照明保守点検・音響保
設備点検の他に定期的な自主点
し、適切な保守管
守点検・舞台機構保守点検を定期的に行うこ
(1) 設備・備品の適切な維持
検を行い、安全の確保に努めて
理を実施します。ま
とで、快適な施設提供と「事故0」を達成して
管理と環境の維持
います。また、日々の施設管理
た清潔な環境を維
います。また、清掃業務に関しては、お客様
業務と清掃業務を重視し、快適
持するため、清掃
から高い評価をいただくほどの品質を保って
な空間を維持する取り組みを
業務を適切に実施
います。
行っています。
します。

環境への配慮は、施設運営を行う上で大き
な課題と考えます。公共料金の高騰を踏ま
震災後から実施している館内照 え、設備投資での経費を抑えつつ日常的な
明16％削減と室内空調
省エネの積み重ねを行うことで節減対策を実
省エネなど環境へ 機温度設定での努力を継続して 施しています。目標として設定した水周りの
（２）効率的な施設・設備維持 の配慮した施設
行っています。また、ク
節水弁やトイレ人感センサーの導入も、経営
管理
運営を心がけま
ールビズ・ウォームビズも継続実 状況の可能な範囲で実現できるよう努力した
す。
施しています。館内照明の省電 いと思います。
力型電球の導入も可能な範囲で
行っています。
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法令や業務の基準に定める内
容に沿って適切な保守管理を
行っています。また利用者の立場
に立って、清掃に関しても適切に
行われています。

A

B

A

環境への取り組みは、光熱水費
等の節減を図っていただいてい
ますが、提案書にある内容につ
いて、自己評価のとおり実現をし
ていただくよう希望します。

B

B

B

・安全・安心は公共施設のみならず、どの劇場
でも当然なことであり、特段特化した内容も見
受けられない。
設備として施設内壁面等の劣化、またロビー
設備では図書スペースでの使用停止(ビデオ
視聴)スペース等の放置状態も見受けられた
点、細かな環境整備意識にも更に努力して頂
きたい。
・カフェフォンテにてモニターでホール内の公
演が見られる、利用のオプションでコーヒーや
ワインが飲める、すぐに出てくる椅子・テーブ
ルがあるといい。
・スタッフがご飯を食べられるスペースがな
い。
・図書スペースを活かせるといい。
・階段の上の傘立てが景観を損ね残念。
・トイレ・足元の人感センサーの導入すべきで
ある。
・地元の喫茶店からケータリングができるとい
い。

・設備促進案の展開としてホーム
ページの活用など一定の評価をした
い。が、現状として、区民利用の便利
さばかりが強調され、劇場本来が持
つ専門性やブランドイメージは皆無か
と評価する。上演や企画における良
い意味での差別化は必要だろう。
・自己評価の通り更なる努力をお願
いしたい。

目標
目標項目

目標水準

具体的な取組事業・業務

自己評価

事務費や光熱水費を中心とする
管理費の縮減努力をしています
が、結果として、電気代等の値上
げもあり経費節減につながってい
ません。
また、固定費、特に人件費の割
合が高く、利用者サービスとの比
較考量のもと検証をしていく必要
があります。

経費削減への努力は、指定管理者の責務の
みならず、区民サービスに直結する重要課
題と考えます。貴重な文化予算の執行にあ
たり、無駄と無理を避けた事業運営を心掛け
ています。予算科目ごとに実行値目標を設
定し、具体的で細かなコスト削減への努力を
行うと共に、お客様サービスへのマイナス影
響にならないよう、効率性を重視した取り組
みを継続します。

(2) 収入向上への努力

評価委員会コメント

評価

４ 収支について

(1) コスト削減への努力

外部評
価

行政評価

評価点

過去の実績を精査し、予算消化
において費用対効果を意識した
取り組みを行っています。事務費
事務費を中心とす
の中の消耗品費と什器備品購入
る経常的経費につ
費に関しては、約25％の削減を
いて縮減努力を行
達成しています。また自主事業
います。
支出においても同様な取り組み
を行い、これまでにない評価をい
ただいています。

A

平成24年度より、自主事業コンセプトに「もの
づくり・なかまづくり・ゆめづくり」というテーマ
を加え、企画立案に具体性のある目標設定
ができる環境を構築しました。継続性のある
事業には基本的な方向性を示し、単発的な
事業では新たな発想と区民ニーズを取り入
区民ニーズに合わせたバラエ
ティー豊かな自主事業ラインナッ れやすい事業展開を行っています。収入増
プを実施し、顧客満足度の向上 加への先行投資的な実施事業も含め、長中
自主事業の効果的
に努めています。その成果とし 期的視野の基に指定管理者としての提案内
な展開や、補助制
て、アンケート回収率の増加や 容を実行しています。今後は、補助制度を有
度の利用など様々
市民参加型事業への参加者数 効利用し、より効果的な事業展開が具体的
な工夫によって収
の増加という結果を得ることがで にできるよう努力します。
入の増額を図りま
きました。また、自主事業案件ご
す。
とに助成金獲得を検討し、収入
増加への取り組みを行っていま
す。
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B

B

利用料金収入及び自主事業収入
とも、予算額には達しませんが23
年度と比較し伸びており、利用促
進策と連携して、努力をしていま
す。

A

A

B

・コストの削減は、三年前の東日本大
震災以降、特に電気の節電は原子炉
の停止により、その影響として今後も
重要な問題である。経費節減は必要
不可欠であるが、公共施設だからこ
そ、その利益とは関係なく、利用者へ
節電意識をもってもらうきっかけにも
なることができるはずである。区民の
納得できる削減であってほしい。
・経費節減の努力は見えるが、平成２
４年度の収支予算における支出より、
平成２４年度の決算による支出のほ
うが多かったことの原因が主に光熱
水費の増加となっている。
ガス・電気料金の値上げは、年度の
初めにはある程度予測ができる事で
あり、収支予算に光熱水費の増加を
予測し、他の経費をもっと削減努力を
するか、収入の増加策を考えるべき
である。具体的で細やかなコスト削減
への努力を行うとあるが、どこまで細
部にわたって検討しているのか、光
熱水費の増加を予測できないで、少
し疑問を感じる。
・エコ活動を利用者から引き出せるよ
うなものがあるといい。

・自己評価にあるコンセプトについて
は大いに評価できる。また目標設定
については、より高い理想実現に向
け、努力して頂きたい。又、区民の利
益とは何かについて考えれば、施設
の果たす役割として、個人商店や個
人事業主との連携を想定した相互利
益関係の構築も重要である。あくまで
も区民の利益、ニーズの多様性にも
対応した事業展開を期待したい。
・なるべく助成金よりチケット収入増
加に努力されたい。
・上記のコスト削減への努力と一体で
考えなければいけないが、これも平
成２４年度の収支予算より決算による
収入の方が少なかった事、経費の増
加が見込まれるのであれば、収入の
増加をより一層深く掘り下げて考える
べき策である。

目標
目標項目

目標水準

具体的な取組事業・業務

自己評価

外部評
価

行政評価

評価点

評価委員会コメント

評価

５ その他
(1) 危機管理対策の充実

防犯・防火や事件・
事故などに関して、
危機管理マニュアルの作
危機管理マニュア
成・共有
ルを作成し、共有し
ます。

新たに「危機管理対応マニュア
ルを」を作成し、全ての職員が共
通認識のもとに行動できる体制
を作りました。災害や事故に敏速
に対応するための研修・訓練を
定期的（年2回）に行っています。
それにより、数々のアクシデント
事例に適切な対応がなされてい
ます。

日常的なデーター
を整理分析し、定
期的に区への報告
（２）自己評価、ＰＤＣＡサイク
を行います。ＰＤＣ
ルの導入と
Ａサイクルの趣旨
確実な運用
と運用結果につい
て、全スタッフで共
有します。

自己評価とPDCAサイクルを有効
活用するため、全職員
共通の「業務マニュアル」を定期
的に更新し、その内容
を反映させた研修（年2回）を行っ
ています。また、施設運営に関す
る数値集計は欠かさず行われ、
分析結果は共有の情報として所
持する体制を取っています。

前期指定管理期間で蓄積されたノーハウを
ベースに、アクシデントとトラブルに強い組織
体質を構築しています。恒常的な危機管理を
日常業務化し、常に対応できる準備を職員
個々が行っています。また、大災害時に備え
「防火防災管理者」の資格保持者（3名）を全
営業時間に配置することで、来館者の「安全
と安心」の確保に万全を期しています。また、
ビル管理防災センターとの連携機能を充実さ
せる取り組みに力を注いでいます。
施設管理面では、月々の数値集計及び報告
と
データ分析を行い、施設運営の基盤としてい
ます。自主事業においても同様の業務が行
われ、業務効率向上への的確な運用を行っ
ています。基本的に業務の全てがPDCAサイ
クルで行われるため、効率の良い共有体制
を保持できています。業務遂行機能を充実さ
せるため、更なる取り組みを行います。

危機管理マニュアルを作成する
など、前指定管理期間の業務を
さらに進化させています。

A

A

事業の主催者から意見を聞き、
自己評価を行い、職員で共有す
るシステムを機能させています。

A

A

A

(3) 情報公開と個人情報保護への取り組み

情報公開への取組み

公共の文化施設として、横浜市の保有する
情報の公開に関する条例の趣旨にのっとり、
当事業体が行う管理業務に係る情報の公開
平成23年度より「指定管理者の を行います。「標準規定」並びに「情報公開規
情報公開の趣旨に
情報の公開に関する標準規定」 定」は、この公開に関して必要な事項を定め
鑑み、規定等を策
並びに「横浜市泉区民文化セン たもので、適切な運用を行っています。
定し、適切に運用
ター情報公開規定」を策定し、運
します。
用を行っています。

個人情報を含む書
類は、施錠できる
書庫に保管しま
個人情報保護への取組
す。研修を実施し、
み
個人情報保護の重
要性を共有しま
す。

当事業体の扱う個人情報は、全
て施錠された書庫やネットワーク
から遮断されたPCに保管され、
具体的な取扱い規定に基づいて
運用されています。また、個人情
報保護に関する研修を年2回開
催し、意識向上への取り組みを
行っています。

平成17年4月に改正された「横浜市個人情報
の保護に関する条例」とその取り組みに準
じ、適性な取扱いで担保されるお客様の安心
と信頼を、施設運営のための重要な要素と
考えています。基本的な管理状態の保持は
日常業務の中で行われ、研修においては横
浜市市民局の資料（「個人情報を守るため
に」「個人情報Q&A」等）などを使い具体的事
例に備えた取り組みを行っています。

総合評価
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・定期的な安全のための研修・訓練
による危機管理の方針は大いに評価
できる。また危機管理マニュアルの作
成は結構だが、特に区民利用時にお
けるアクシデント発生時に管理者側
による行動指示の更なる徹底と理解
しやすいケース説明の方法開発も必
要なものと考えられる。
・計画、実行、評価、改善の内、評価
の段階における偏った自己分析にな
らないようＰＤＣＡサイクルの導入を確
実に実質的なものとして運営できるよ
う更なる自己評価の精度向上に期待
している。
・災害時、区民文化センターと公会堂
と区役所で避難経路を確認するなど
の連携を深めた方が良い。

情報公開については、市の規定
に基づいて取り組んでおり、職員
まで共有されています。

A

A

A

個人情報の管理については、職
員に対する研修等を実施するな
ど、教育が徹底できています。
今後、利用者が知りえた個人情
報の保護の必要性についても啓
発の取組を進める必要がありま
す。

A

