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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

≪評価方法≫
サービス向上に向けた取組の実施状況、施設の利用状況、利用者満足度の状況、収支状況、業務遂行能力の評価結果を基に
別紙の基準により評価する。

　指定管理期間の３期目にあたる今期は、県民ホール本館、芸術劇場に音楽堂を加えた３館を一体的に運営する形で、効率
的・効果的な指定管理業務の実施について取り組んできたところである。
　施設の維持運営については、本館が休館を伴う改修工事の影響がある中で、２館合計で３か年平均74万人を超える利用者
実績となり、対目標値116.3％となっている。
　また、利用者からの要望・苦情等にきめ細かく対応するなど、常日頃からサービス向上の取組みに努めており、利用者満
足度調査の結果でも、「良い」と答えた割合が平均で97.6％となっている。
　この他、特に老朽化が進んでいる本館については、県が行う休館を伴う改修工事のほか、指定管理者が行う修繕・工事等
により、事業の実施に影響が出ないよう積極的な施設の維持管理を行っている。
　事業については、県民ホール本館、芸術劇場、音楽堂の３館一体運営を象徴する「３館合同プロジェクト」として、一柳
慧（神奈川芸術文化財団芸術総監督）と白井 晃（芸術劇場芸術監督）が主導・監修する「芸術監督プロジェクト」及び
「オープンシアター」を実施した。各館の特徴を生かした事業展開を行うだけでなく、音楽堂の休館時には県民ホールギャ
ラリーを会場に事業を行うなど幅広い鑑賞機会や新しい芸術との出会いを提供したほか、指定管理者が持つ人材やノウハウ
等、鑑賞普及事業や人材育成事業などに取り組んでいる。
　平成29年度には個人情報の流出事案が発生したが、迅速な措置及び記者発表を行うなど適切に対応しており、上記のとお
り、管理運営状況は良好であると認められ、今後も引き続き、指定管理者による施設の維持運営・事業実施が適切であると
考える。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

2018 年度

評価 評価基準

Ａ
Ｓ：極めて良好
Ａ：良好
Ｂ：一部改善が必要
Ｃ：抜本的な改善が必要

指 定 期 間 2016年4月1日 2021年3月31日 評価期間 2016 年度

指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名 県民ホール（本館・神奈川芸術劇場）

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川芸術文化財団

施設所管課（事務所） 文化課

評価理由及び今後の対応



評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

施設の維持管理

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収
集業務、保守点検業務、受付業務、警
備業務等）は事業計画どおり実施され
ているか

Ａ

□施設の維持管理について、事業計画
や仕様書に基づき、適切に行われてい
る。
□また、開館から40年以上経過してい
る県民ホール本館は、建物や設備の老
朽化が進んでいることから、県施工の
大規模改修工事を行ったほか、指定管
理者において維持管理のための必要な
補修・修繕を行うなど、積極的に対応
している。

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□地域人材の活用、地域との協力体制
の構築、ボランティア団体等の育成・
連携の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行ってい
るか

Ａ

□本館は、休館中に県内他地域と連携
して自主公演を行うなどの取組みを
行っている。
□芸術劇場は、近接する横浜中華街と
のタイアップ企画を実施している。
□指定管理者が行う業務委託のうち、
主に設備保守、保安警備、清掃業務に
ついて、地域企業へ委託している。

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

□指定管理業務の総合的な運営方針が
守られているか
□委託した業務は適切に実施されてい
るか

Ａ

□本県有数の規模を持つ県民ホール本
館、舞台芸術専用ホールである芸術劇
場、全国初の公立音楽専用コンサート
ホールとして建設された音楽堂、これ
ら３館の一体運営により、本県文化芸
術の広域拠点としての役割を担い、こ
れまでオペラ、バレエ、演劇、ミュー
ジカル、音楽等の文化芸術の創造・鑑
賞・普及活動を定期的に実施してい
る。
□こうした活動のため、毎年年度協定
で定める事業計画・人員計画・収支計
画に基づき、指定管理者による施設の
維持管理、事業実施が適切に行われて
いる。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況



県民ホール本館

ア

芸術劇場

ア

合計

ア

 ※目標値の設定方法 ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか
□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか
□利用促進に向けた取組は適切か

□指定管理者が作成する広報誌(神奈川芸術プレス）のほか、ホーム
ページ、SNSを通じた広報・ＰＲ活動、近代文学館など他施設と連携し
た広報協力などを実施し、入場者数の確保に努めた。
□本館は、改修工事に伴う休館による客層離れが懸念された中で、巡回
公演やアウトリーチ事業を積極的に実施し、将来の顧客創造にもつなが
る事業を展開した結果、目標を上回る入場者数を確保することが出来
た。
□本館は、県施策との関連が高いと認められる催事等（講演会、学会な
ど）について、通常より早い時期に予約可能な特例利用制度を活用し、
早い段階で貸館を誘致するなど、利用者の確保に努めている。

評価結果 評価区分

Ｓ
利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ｓ：110％以上
Ａ：100％以上～110％未満
Ｂ： 85％以上～100％未満
Ｃ： 85％未満

社会福祉入所施設と県営住宅にお
いて評価を行わない場合、目標値
欄には定員等を記載する。

確認の視点 施設の利用状況についての評価

対目標値（数）
※下段は率

51,181 人 36,914 人 30,680

575,680 人 492,675

人 対目標値（率）

108 ％ 123 ％ 106 ％ 108.7 ％

人利用者数

人 453,083 人(利用者数)

設定方法：

702,181 人 200,164 人

目標値

651,000 人 163,250 人 545,000

２　施設の利用状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

目標値

183,000 人 191,000 人 200,000 人 191,333 人(利用者数)

設定方法：

217,833 人 267,667 人 283,981 人 256,494 人利用者数

目標値

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

対目標値（数）
※下段は率

34,833 人 76,667 人 83,981 人 対目標値（率）

119 ％ 140 ％ 142 ％ 134.1 ％

人利用者数

834,000 人 354,250 人 745,000 人 644,417 人(利用者数)

設定方法：

920,014 人 467,831 人 859,661 人 749,169

対目標値（数）
※下段は率

86,014 人 113,581 人 114,661 人 対目標値（率）

110 ％ 132 ％ 115 ％ 116.3 ％



県民ホール本館

％ ％ ％

人 人 人

芸術劇場

％ ％ ％

人 人 人

合計

％ ％ ％

人 人 人

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か
□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

□実施月（例年第三四半期ごろ）の施設利用者を対象に、直接調査票を
配布、退館時に回収する方法により実施しており、実施方法は適切に行
われている。
□なお、全利用者に手渡しでアンケート用紙を渡し回答を促してはいる
が、回答率が上がらないため、より回答率を上げる取組みを考える必要
があり、今後の課題である。
□利用者満足度調査のほか、日常的に来館者・利用者を対象にアンケー
トを実施しており、その結果については、職員に周知して問題意識を共
有し、随時必要な措置を講じている。

評価結果 評価区分

Ｓ
「満足」（上位２段階の評価）と答えた割合が（３か年平均）
Ｓ： 90％以上
Ａ： 70％以上～ 90％未満
Ｂ： 50％以上～ 70％未満
Ｃ： 50％未満　又はＳ～Ｂにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

95.2 100.0 100.0

97.0 ％

20 8 4

※１　複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均
利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

100.0

３　利用者満足度の状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

100.0 100.0

100.0 ％

3 3 2

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均
利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

95.8 100.0 100.0

97.6 ％

23 11 6



確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか
□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか
□苦情・要望等への対応は適切か

□公演入場者、施設利用者に対して、常時アンケート用紙を配布してお
り、意見・要望等の把握に積極的に取り組んでいる。
□施設・設備に対する苦情や要望については、施設等改修を行わないと
根本的に改善されず対応が難しいものがあるが、代替策を講じるなど、
少しでも利用者の要望に応えるよう努めている。
□上記のとおり、対応は丁寧で適切であった。

４　苦情・要望等への対応

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

年月 意見の内容 対応状況

H28～30年度 【本館】
施設のバリアフリー化（エスカ
レーター、エレベーターの設
置）の要望

大小ホールについては、業務用エレベー
ターでの案内を行っている。また、大ホー
ル公演によっては、平成27年度よりロビー
のエスカレーターのうち１機を占有して３
階席までの直通運転を実施している。以
降、苦情、要望の数は減少してきており、
来館者からも好評を得ている。
今後も来館者の利用状況に応じた対応をし
ていく。

H29～30年度 【本館】
施設周辺の駐車車両への苦情

主催者（利用者）への周知、道路使用許可
の取得、誘導員の配置等を行うと共に、主
催者（利用者）に状況を説明し、道路使用
許可の取得と誘導員の配置を依頼した。

H28～29年度 【芸術劇場】
喫煙についての苦情
・喫煙所が無く気分を害した。
喫煙所が無い旨、WEBサイトで
周知すべき。
・施設周辺で喫煙している人が
おり、不快。

・喫煙所がない旨、ホームページに掲載を
行った。
・施設周辺を定期的に巡回し、喫煙者がい
た場合は注意を行っている。

H28～30年度 【芸術劇場】
職員対応への不満、苦情
（客席案内、観劇マナーが悪い
観劇者への対応等）

公演ごとの状況や、客層に合わせた案内方
法などの対応策を検討した。



５　事故・不祥事等への対応

事故・不祥事等の
概要と対応状況

発生年月日

平成29年５月
13日（土）
【県民ホー
ル】

①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記
入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

平成29年６月
20日（火）
【県民ホー
ル】

平成28年10月4
日（火）
【芸術劇場】

①神奈川県美術展委員会、神奈川県及び公益財団法人神奈川芸術文化財団が
開催している神奈川県美術展において、「平面立体部門」出品料7,000円
（１点分）の徴収不足が判明した。
②15日、指定管理者より文化課に連絡があり、原因の確認と対応を指示。
③該当部門の出品者全員に電話により確認し、17日、出品者から申し出があ
り、21日に現金にて出品料を受領した。（５月17日、18日に記者発表）
翌年度以降からは、応募作品搬入時の対応や作業手順について見直す。
④なし。
⑤作品受付、現金収受時の確認不足。
⑥あり。平成29年5月17日（水）

①正面エントランスの貸出し用車椅子がなくなっていることが判明。監視モ
ニターにより、前日の公演時に来場者が持ち出したことが判明した。
②判明したのが深夜のため、翌21日に電話にて連絡、22日に県職員が現地で
確認。
③返却されることを待ったが、返却がなかったため、7月11日加賀町署へ盗
難届けを提出。車椅子は事務室で管理とし、申出制として当面対応。3月、
車椅子背面に、県民ホール館内専用とプリントした布を縫い付け、持ち出し
防止を図った。
④なし。
⑤県民ホール館内専用である大きな目印がなく、持ち出しされることに気づ
かなかったことが原因。
⑥なし。

①大スタジオで行っていた主催公演「ルーツ」にて、休演日開けの23日に出
演者１名がインフルエンザを発症。関係者で協議し、代役を立てる・年明け
に振替公演を実施するなど公演続行の方向性を探ったが、スケジュール調整
ができず断念。23日（金・祝）以降の公演を中止し、26日(月）のみ実施を
決めた。
②同日、電話で状況を確認するとともに、週明けの26日（月）に再度対応状
況を確認した。
③23日（金祝）劇場入り前の12時半頃、出演者１名がインフルエンザ検査を
受けたところ、陽性反応が出たため、当出演者は帰宅。劇場で協議し、当日
の公演中止を決定し、HP、SNS、館内掲示、お知らせ配布等で公演中止を告
知した。加えて、ほかの体調不良者がいないか確認し病院を受診させたとこ
ろ、さらにもう１名にインフルエンザ陽性反応あり。代役を立てての上演続
行を断念し、24日・25日の公演も中止することも発表した。
④23日に劇場に来場した観客3名よりご意見をいただいた。（もっと早くに
情報を公開してほしかった、都内から来て交通費が高かった、楽しみにして
いた時間を返して欲しい、など）
⑤指定管理者が23日～25日の３公演の前売り券について払い戻しを行なった
（計214枚）。
⑥なし。



確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか
□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か

□指定管理期間において発生した事故・不祥事等は、いずれも発生後、
迅速に対応しており、案件に応じて記者発表を行うなど、適切に対応さ
れている。
□平素から、舞台上などの危険な場所については、職員及び利用者に対
して周知を図るほか、施設・設備の不具合が生じた場合は、速やかに業
者に確認するとともに県に報告するなど、事故の未然防止に努めてい
る。また、不祥事防止のため、職員研修を実施するなどの取組みを行っ
ている。

平成30年１月
15日（月）
【芸術劇場】

①平成30年１月14日23時に公開した主催公演「三文オペラ」フォトコール
（マスコミ向け公開舞台稽古）観劇モニター募集フォームにおいて、イン
ターネット上のフォームに入力して応募してもらう形をとったころ、応募内
容送信者が他の応募者の個人情報（名前、年齢、性別、メールアドレス、携
帯番号、SNSのアカウント）を閲覧できる状態になっていたことが発覚し
た。
②翌15日、電話での連絡にて確認。
③翌15日の10時に、職員が応募者からの問合せメールにて流出があったこと
を知り、即時、応募内容が第三者に見られないよう設定を変更。非公開の設
定に変更した時点までに申込みを受け付けていた16名の方に速やかに謝罪の
連絡を行った。同日に記者発表を行うとともに財団HP及び芸術劇場HPの
ニュース欄で事実を公表した。今後の対応策として、職員のダブルチェック
を行う、配信後の確認ができる時間帯に作業を行うことなど、個人情報の厳
格な管理を行うとともに、事故についてはすみやかに上司への報告を行うこ
とを徹底した。さらに、職員研修の実施等により、再発防止を図った。
④なし。
⑤担当の不注意及びダブルチェック体制をとっていなかったことによる。
⑥平成30年1月15日（月）



県民ホール本館 単位：千円

芸術劇場

収支差額
46,631 116,733 収入合計／支出合計比

(0) (0) 103.9%

支出
1,200,400 2,967,452

(1,251,324) (3,066,405)

667,944

(617,303) (228,208) (405,813) (1,800,542) (579,558) (686,305)

利用料金 その他

617,303 238,339 391,389 1,800,542 615,699内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

2018年度 累計

収入
1,247,031 3,084,185

(1,251,324) (3,066,405)

収支差額
32,006 24,963 45,139

(0) (0) (0)

支出
1,056,556 1,053,516 713,536

(1,098,231) (1,070,901) (744,180)

(604,304) (252,000) (241,927) (617,303) (252,000) (201,598) (565,936) (99,350) (78,894)

その他

604,304 247,139 237,119 617,303 271,434 189,742 565,936 105,926 86,813

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
1,088,562 1,078,479 758,675

(1,098,231) (1,070,901)

６　収支状況

(744,180)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
1,234,926 1,076,609 1,249,988

(1,298,497) (1,157,559) (1,249,661)

136,422 339,824 600,363 165,914 483,711

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(165,160) (484,138)

支出
1,234,910 1,101,868 1,252,485

(1,298,497) (1,157,559) (1,249,661)

内訳

(601,464) (85,297) (611,736) (600,363) (92,000) (465,196) (600,363)

利用料金 その他

601,464 94,188 539,274 600,363

収支差額
16 △ 25,259 △ 2,497

(0) (0) (0)

2018年度 累計

収入
1,340,533 3,667,130

(1,129,471) (3,536,691)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

600,363 228,107 512,063 1,801,089 530,443 1,335,598

(600,363) (176,160) (352,948) (1,801,089) (433,320) (1,302,282)

支出
1,290,712 3,645,065

(1,129,471) (3,536,691)

収支差額
49,821 22,065 収入合計／支出合計比

(0) (0) 100.6%



合計

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

確認の視点 収支状況についての評価

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か
□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

□国（文化庁）補助金、賛助会員からの寄付、クラウドファンディング
など、多種多様な方法で外部資金の獲得に向けて努めている。
□施設のＬＥＤ照明導入などの省エネ対応、他館と連携した共同制作オ
ペラ等による事業費の圧縮など、引き続き経費節減に向けた取組を行っ
ている。

評価結果 評価区分

Ａ
収入合計／支出合計の比率が
Ｓ(優良)：105％以上
Ａ(良好)：100％～105％未満
Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：85％～100％未満
Ｃ(収支比率に15％を超えるマイナスが生じている)：85％未満

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
2,323,488 2,155,088 2,008,663

(2,396,728) (2,228,460) (1,993,841)

407,856 529,566 1,166,299 271,840 570,524

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

(264,510) (563,032)

支出
2,291,466 2,155,384 1,966,021

(2,396,728) (2,228,460) (1,993,841)

内訳

(1,205,768) (337,297) (853,663) (1,217,666) (344,000) (666,794) (1,166,299)

利用料金 その他

1,205,768 341,327 776,393 1,217,666

収支差額
32,022 △ 296 42,642

(0) (0) (0)

2018年度 累計

収入
2,587,564 6,751,315

(2,380,795) (6,603,096)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

1,217,666 466,446 903,452 3,601,631 1,146,142 2,003,542

(1,217,666) (404,368) (758,761) (3,601,631) (1,012,878) (1,988,587)

(0) (0) 102.1%

支出
2,491,112 6,612,517

(2,380,795) (6,603,096)

収支差額
96,452 138,798 収入合計／支出合計比



評価結果 評価区分

Ｂ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

コンプライアン
ス、社会貢献

□指定管理業務の実施にあたって法令
違反等の行為はないか
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用等の状況は適切か

Ｂ

□財団をあげて36協定遵守や勤務時間
の削減に取り組んできたが、H30年度に
ついては、１名が36協定の特別条項の
範囲を超える勤務となった。（8時間10
分の超過）
□施設のＬＥＤ照明導入など環境への
配慮についても適切に行われている。
□2019年４月付けで障害者雇用枠の職
員採用を行うべく,専修学校及び高等学
校からの職場研修を計３回、受け入れ
ると共に、職員に対して障害者雇用に
関する研修を実施した。

個人情報保護
□個人情報保護についての方針・体制
及び教育・研修体制は適切か
□個人情報の取扱いは適切か

Ｂ

□観劇モニター募集フォームにおい
て、応募内容送信者が他の応募者の個
人情報を閲覧できる状態になっていた
事故が発生した。
□判明後即時、応募内容が第三者に見
られないよう設定を変更し、申込みを
受け付けていた16名の方に速やかに謝
罪の連絡を行うとともに、記者発表を
行い、財団HP及芸術劇場HPのニュース
欄で事実を公表した。
□今後の対応策として、職員のダブル
チェックを行う、配信後の確認ができ
る時間帯に作業を行うことなど、個人
情報の厳格な管理を行うとともに、事
故については速やかに上司への報告を
行うことを徹底した。
□さらに、職員研修の実施等により、
再発防止を図った。

人的な能力、執行
体制

□管理運営にあたって適切な人員が配
置されているか
□人材育成や職員採用が適切に行われ
ているか

Ａ

□人員配置計画に基づき、必要最小限
の人員を配置するなど、業務量の変化
に応じた対応を行っている。
□職員向けにホール管理・運営等に関
する研修を計画的に実施している。

□労働時間短縮の取組や職場のハラス
メント対策など労働環境の確保の取組
が行われているか

□繁忙期には臨時職員や個人業務委託
等、多彩な人材を活用しながら、一職
員へ業務が集中しないような体制づく
りに努めている。
□ハラスメント対策研修を実施してい
る。

７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由


