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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

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 音楽堂

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、およそ１年の休館を伴う改修工事の影響があるため、2018年度については参考にならない
が、2016、2017年度の２か年は平均18万人近くの利用者実績となり、対目標値108.3％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93.8％となっている。（2016、2017年度実績）
　この他、特に老朽化が進んでいる音楽堂については、2018年度に県が行う休館を伴う改修工事を実施したほか、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。
　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



１　サービス向上に向けた取組の実施状況

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60年以上経過してい
る音楽堂は、建物や設備の老朽化が進
んでいることから、平成30年度に県施
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

□音楽堂は、紅葉ケ丘ゾーンでの連携
した取組みを図書館、青少年センター
等と進めているほか、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。
□指定管理者が行う業務委託のうち、
主に設備保守、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

□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は、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と
ともに３館一体運営により、本県文化
芸術の広域拠点としての役割を担い、
これまで音楽を中心とした文化芸術の
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。

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）



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

２　施設の利用状況

2016年度 2017年度 2018年度 ２か年平均

人 166,000 人(利用者数)

設定方法：

174,871 人 184,821 人

目標値

166,000 人 166,000 人 ―

対目標値（数）
※下段は率

8,871 人 18,821 人 ―

― 人 179,846

人 対目標値（率）

105 ％ 111 ％ ― ％ 108.3 ％

人利用者数

□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結果、2016年度、
2017年度と順調に利用者数を伸ばすことができた。
□また、2018年度については、改修工事に伴う休館により、毎年の恒例
事業を横須賀や相模原で実施するなど県内巡回公演を積極的に実施し、
主催事業の顧客の声に応えると共に他地域での顧客の開拓につながっ
た。
□特に、「二市八町プロジェクト」やアウトリーチ事業により、多くの
県民に対して、音楽に触れ合う機会の提供に努めるなど、未来の顧客創
造にもつなげることができた。
□「二市八町プロジェクト」やアウトリーチ事業の入場者数は6,948人
だった。

評価結果 評価区分

Ａ
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



％ ％ ％

人 人 人

３　利用者満足度の状況

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 87.5

93.8 ％

8 7 0

□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。
　なお、2018年度に関しては、改修工事に伴う休館により、施設利用者
向けの調査は実施できていない。
□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。

※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
※２　2018年度の数字は計上していない（休館に伴い通常の利用者満足度調査が行えなかったため）。

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



４　苦情・要望等への対応

年月 意見の内容 対応状況

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

2017年度 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

来館者、利用者には個別にご要望を伺い、
ご希望に沿った対応を臨機応変に行ってい
る。（階段を使用しない席への振替え、楽
屋交換の対応等）

2017年度 シートの間隔が他のホールに比
べ狭い

客席間隔の改善は実施できないため、中期
計画で客席の座面・背パッドの交換を行
い、座り心地の改良を実施してきた。
（2018年度末に全席終了した）

□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。



確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

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

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）

事故・不祥事はなかった。

□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

□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。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

収入
272,126 275,287 292,794

(271,907) (268,739) (284,390)

６　収支状況

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

5,365

(0) (0) (0)

(181,334) (36,000) (67,056)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

181,192 36,563 54,371 181,334 37,549

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

56,404 181,334 37,566

287,429

(271,907) (268,739) (284,390)

内訳

(181,192) (36,515) (54,200) (181,334) (36,000) (51,405)

73,894

収入
198,349 766,430

(183,692) (736,821)

収支差額
1,204 5,456

支出
270,922 269,831

524,219 75,115 167,096

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

2018年度 累計

(0) (0) 103.0%

(72,000) (140,602)

支出
186,806 744,066

(183,692) (736,821)

内訳

(161,551) (0) (22,141) (524,219)

利用料金 その他

161,551 0 36,798

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

確認の視点 収支状況についての評価

収支差額
11,543 22,364 収入合計／支出合計比

□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。
□日常的な節電・節水に取り組むほか、コピー機の財団全体での入札に
よる業者選定、休館中の事務室を県民ホール内に置くことによる経費節
減、県内巡回公演では地域自治体との協働事業とすることで事業費を縮
減するなど引き続き経費節減に向けた取組を行っている。



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
の人員を配置するとともに、音楽堂休
館に伴い、他館への異動等により業務
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

□繁忙期には臨時的職員や個人業務委
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

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）

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

Ａ

□指定管理業務について、適切に行わ
れている。
□夏季の遮光・冷却効果のためのグ
リーンカーテン設置等による環境への
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

Ａ

□個人情報の取扱に関する事故の対応
策として、職員のダブルチェックを行
うなど、個人情報の厳格な管理を行う
とともに、事故が発生した際には、す
みやかに上司への報告を行うことを確
認した。
□さらに、職員研修の実施等により、
再発防止を図った。


