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附属機関の開催状況報告書（開催実績あり） 

（平成 28 年４月 19 日～平成 29 年４月 12 日） 

１ 附属機関  

No. 名称 会議開催日 会議議題 

１ 横浜市創造界隈形成推進

委員会 

【創造都市推進課】 

平成 28 年７月４日 １ 平成 27 年度事業評価 

２ 旧関東財務局 平成 28 年度 

事業計画及び事業評価軸 

３ アーツコミッション・ヨコハマ 

事業の見直しについて 

平成 29 年３月 13 日 １ 急な坂スタジオ公募結果につ

いて 

２ 平成 29 年度事業計画及び 

事業評価軸 

２ 

横浜文化賞選考委員会 

【文化振興課】 

 

平成 28 年８月 29 日 横浜文化賞受賞者等の選考 

３ 

横浜市美術資料収集審査

委員会 

【文化振興課】 

平成 28年 11月 30日 美術資料収集候補作品の審査 

 

 

市民・文化観光・消防委員会 

平成 29 年４月 13 日 

文 化 観 光 局 

資料１ 
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２ 指定管理者選定評価委員会 

No. 名称 会議開催日 会議議題 

１ 

横浜能楽堂指定管理者選

定評価委員会 

【文化振興課】 
平成 28 年６月７日 

平成29年度からの指定候補者の選定

に関する要項及び審査基準等の審議 

平成27年度業務の説明 

及び質疑応答等 

平成 28 年８月１日 
業務評価の審議 

公開ヒアリング、第一次提案の審査 

平成 28 年９月 13 日 公開ヒアリング、第二次提案の審査 

２ 

横浜美術館指定管理者選

定評価委員会 

【文化振興課】 

平成 28 年８月３日 
平成27年度業務の説明 

及び質疑応答等 

平成 28 年９月 14 日 業務評価の審議 

３ 

横浜みなとみらいホール

指定管理者選定評価委員

会 

【文化振興課】 

平成 28 年８月８日 
平成 27 年度業務の説明 

及び質疑応答等 

平成 28 年９月６日 業務評価の審議 

４ 

横浜市芸能センター（横浜

にぎわい座）指定管理者選

定評価委員会 

【文化振興課】 

平成 28 年６月 20 日 
平成 27 年度業務の説明 

及び質疑応答等 

平成 28 年７月 21 日 業務評価の審議 

５ 

横浜市磯子区民文化セン

ター指定管理者選定評価

委員会 

【磯子区地域振興課】 

平成 28年 12月 14日 業務評価方法等について 

平成 29 年２月２日 業務評価の審議 

６ 

横浜市緑区民文化センタ

ー指定管理者選定評価委

員会 

【緑区地域振興課】 

平成 28 年 11 月６日 業務評価方法等について 

平成 29 年１月 25 日 業務評価の審議 
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附属機関の開催状況報告書(開催実績なし) 

（平成 28 年４月 19 日～平成 29 年４月 12 日） 

１ 指定管理者選定評価委員会 

No. 名称 未開催理由 

１ 

横浜市市民文化会館関内

ホール指定管理者選定評

価委員会 

【文化振興課】 

審議案件がなかったため 

２ 

横浜市市民プラザ指定管

理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

３ 

横浜市民ギャラリー指定

管理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

４ 

横浜市民ギャラリーあざ

み野指定管理者選定評価

委員会【文化振興課】 

 

５ 

横浜市久良岐能舞台指定

管理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

６ 

横浜市大佛次郎記念館指

定管理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

７ 

横浜市陶芸センター指定

管理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

８ 

横浜市長浜ホール指定管

理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

９ 

横浜市大倉山記念館指定

管理者選定評価委員会 

【文化振興課】 

 

 

資料２ 
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No. 名称 未開催理由 

10 

横浜市鶴見区民文化セン

ター指定管理者選定評価

委員会 

【鶴見区地域振興課】 

審議案件がなかったため 

11 

横浜市神奈川区民文化セ

ンター指定管理者選定評

価委員会 

【神奈川区地域振興課】 

 

12 

横浜市港南区民文化セン

ター指定管理者選定評価

委員会 

【港南区地域振興課】 

 

13 

横浜市旭区民文化センター

指定管理者選定評価委員会 

【旭区地域振興課】 

 

14 

横浜市青葉区民文化セン

ター指定管理者選定評価

委員会 

【青葉区地域振興課】 

 

15 

横浜市戸塚区民文化セン

ター指定管理者選定評価

委員会 

【戸塚区地域振興課】 

 

16 

横浜市栄区民文化センタ

ー指定管理者選定評価委

員会 

【栄区地域振興課】 

 

17 

横浜市泉区民文化センター

指定管理者選定評価委員会 

【泉区地域振興課】 

 

18 

横浜人形の家指定管理者

選定評価委員会 

【観光振興課】 
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