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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

□保守点検、清掃、保安警備、受付・
案内、舞台設備管理運営の各業務につ
いて、月例報告書により事業計画どお
り行われていることを確認している。

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

Ｓ

□地域のイベントとの連動企画で、近
隣の学校の吹奏楽部に出演を依頼する
など、地域との連携に積極的に取り組
んでいる。
□小破修繕について、地元の企業へ発
注している。

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

□県民に文化芸術に親しんでいただく
ため、神奈川フィルの練習拠点である
ことを活かし、コンサートや楽器体験
のイベント等を実施した。
□月例報告書、実績報告書のほか、随
時の現地調査、電話連絡等により委託
業務の適切な実施を確認している。

　ホールと大きさの異なる５つのスタジオがあり、稼働率の平均は毎年８割を超えている。（公財）神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団の練習拠点であることを活かしたイベントの開催や、地域と連携した取組が知名度の向上につながり、平成29
年度の利用者数は５万５千人を超えた。また、指定管理者は適切な業務委託を行い安全性の確保を行うとともに、利用者に
丁寧に対応し、要望のあった事項は改善の取組を行うなど、安心・快適な施設運営に努めており、利用者満足度は平成27年
度からは好転している。収支については、利用料収入が減少してきており、稼働率のさらなる向上を目指す取組が必要であ
る。また、収支差額が計画額を大きく上回っていることについては、経費節減の効果もあるが、設備等の老朽化も見られる
中で、設備の修繕や備品の更新についてより計画的に進めていく必要がある。
　業務遂行能力については、指定管理者グループ構成員である（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団と（株）横浜アー
チストの知識と経験を活かし、適切な人員配置を行い、少ない人数で効率的に業務を遂行している。関係法令を遵守し、職
員研修により職員の資質向上に取り組んでいる。以上から、民間ノウハウを活用し、指定管理者制度による管理運営は有効
に機能していると判断されるため、引き続き指定管理者制度による管理運営を行う。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

H29 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 H27.4.1 H32.3.31 評価期間 H27 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 かながわアートホール

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループ

施設所管課（事務所） 文化課

評価理由及び今後の対応



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

％ ％ ％

人 人 人

※　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

□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

□年２回（８月・１月）、来館者及びカジュアルコンサート入場者を対
象にアンケート用紙配布により調査を行った。同時期にwebによるアン
ケートも行ったが、平成29年度１月は担当者の交替により準備が整わず
webでのアンケートができなかった。調査方法の徹底、アンケート回収
率の向上が必要である。
□平成28年度から実施しているイベントで、誘導や待ち時間に対する利
用者からの不満の声があったことを受け、平成29年度には改善の取組を
行った。

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
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

97.7 97.2 98.8

97.8 ％

293 279 244

□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

□地域のメルマガや広報紙、「県のたより」等を利用するなど、多様な
広報媒体を活用し、効果的な広報に努めた。
□子ども等を対象に楽器体験のできるイベントや、施設のテラスをス
テージとした「野外コンサート」、ＤＶＤコンサート等を開催すること
で県民が音楽に親しむ機会を提供し、また施設を知っていただく機会と
している。
□利用者数は年々増加しており、平成29年度は５万５千人を超え、目標
値を約８％上回っている。

３　利用者満足度の状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均

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

対目標値（数）
※下段は率

△ 64 人 2,929 人 3,928

55,438 人 53,144

人 対目標値（率）

100 ％ 106 ％ 108 ％ 104.5 ％

人利用者数

人 50,880 人(指定管理者提案値)

設定方法：

49,936 人 54,059 人

目標値

50,000 人 51,130 人 51,510

２　施設の利用状況

27年度 28年度 29年度 ３か年平均



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

□ホールホワイエでアンケートを配架、公演時の配布など、積極的に苦
情・要望等の把握に取り組んでいる。
□苦情・要望等があった場合、真摯に受け止め、職員で情報を共有し、
改善に向けて取組を行っている。
□苦情・要望等には迅速に対応し、丁寧な説明を行っており、適切であ
る。

平成27年8月
平成28年1月

ピアノのペダルを踏むと軋み
音が出る。

都度、業者による点検、緊急修繕を行っ
た。

平成28年8月 トイレが暗い。 平成29年5月、照明の増設工事を行った。

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

平成27年6月 トイレにベビーチェアを設置
してほしい。

平成28年1月、みんなのトイレに１台設置し
た。

平成30年1月 利用者向けWi-Fiを設置して欲
しい。

導入について検討する。



調光器基盤不具合により、客
電が不安定になっている。

①部品生産終了のため修理ができず県に調
光器基盤の更新を要請。当面、応急措置で
対応することとした。
②調光器基盤更新工事の予算計上を行っ
た。
③設備の老朽化が原因であり、県の責任で
ある。平成30年9月に工事完了予定。

平成28年2月 ピアノの弦が切断した。 ①切断された弦を直ちに交換、調律。
②他の弦も切断の恐れがあり、平成28年3月
に全弦の交換修繕を行った。
③ピアノの老朽化が原因であり、県の責任
である。対応済み。

スタジオの壁面にひび割れが
生じている。

①補修に向け手続きを進めているが、同等
品の手配が難航している。
②補修に向けて手続きを進めている。
③ドアを強く開けたことが原因。破損者を
特定できないことから指定管理者が費用を
負担する。

平成27年12月 ホール外階段で公園散策中の
方が転倒、救急車で搬送し
た。

①救急車到着まで受付職員が止血手当てを
した。
②バリアフリー工事として平成28年度の各
所営繕工事で階段に手摺を設置し、あわせ
て段差部分に滑り止めテープを貼ることで
事故防止の対応を行った。
③散策中の方の不注意が原因。引き続き施
設の状況に注意するよう努めている。

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

年月 事故・不祥事等の概要

　　　　　　　対応状況
①指定管理者の対応状況(再発防止策・業務改善
策等)
②県の対応状況(随時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・改善勧告の実施
等)
③責任の所在及び現在の状況

平成27年9月

平成27年6月 子どもが正面出入り口の自動
ドアにぶつかり、鼻から出血
した。

①楽屋で応急手当をし、経過観察の後、保
護者と引き合わせた。自動ドアに注意喚起
のシールを貼った。
②事故報告書を受理、所属長に報告。
③子どもの不注意が原因。子どもの利用者
に対して、走り回らないよう声かけに努め
ている。

平成29年3月 ホール舞台迫りに段差が生じ
ている。

①原因特定及び修繕方法について検討して
いる。利用者に対しては注意喚起してい
る。
②文化課内で情報共有しており、対応につ
いて検討している。
③老朽化が原因である可能性が高く、県の
責任である。修繕方法について指定管理者
とともに検討中である。

平成29年2月



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

□毎月、個人情報等の情報管理についてチェックリストに基づく点検を
行い、県に報告している。
□事故発生時には迅速に対応し、県への報告も適切に行っている。

平成30年1月 漏電の発報があり、街灯につ
いても3本不点灯になった。

①漏電については修理完了。不点灯の原因
が電球切れの街灯については修理完了。残
り2本は部品の取り換えが必要であり探して
いる。
②口頭にて報告を受け、修理業者に部品を
手配中。
③機器の老朽化が原因であり、県の責任で
ある。街灯の部品に関しては現在も部品を
探している。

平成29年12月 ホール入口の扉が自重により
開閉時に引っかかることがあ
る。

①利用者から意見を受ける。不具合が解消
するまで、他の出入口にご案内するように
している。
②県の各所営繕工事で対応できるか検討し
ている。
③老朽化が原因であり、県の責任である。

平成29年8月 大雨の影響により、池水の機
械ポンプに不具合が起きた。

①業者に連絡し修繕を行った。
②現場を目視確認し、修理する方向で指定
管理者と調整した。
③機械の老朽化が原因であり、県の責任で
ある。経年劣化に伴う不具合で100万円未満
の修繕であったため、指定管理者が対応を
行った。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。29年度は速報値

収支差額
9,125 34,693 収入合計／支出合計比

(386) (386) 110.0%

支出
117,068 346,380

(125,493) (377,270)

17,593

(104,419) (15,690) (5,770) (314,360) (46,851) 16,445

利用料金 その他

104,419 15,611 6,163 314,360 49,120内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

29年度 累計

収入
126,193 381,073

(125,879) (377,656)

収支差額
10,435 14,251 11,317

(0) (0) (0)

支出
124,456 113,490 115,822

(132,799) (126,031) (125,746)

(110,952) (16,961) (4,886) (105,454) (15,557) (5,020) (104,487) (15,604) (5,655)

その他

110,952 14,938 9,001 105,454 17,097 5,190 104,487 16,412 6,240

【参考】26年度(26.4.1～27.3.31) 27年度 28年度

収入
134,891

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

□平成27年度から平日料金の1.2倍の土曜日・日曜日及び休日利用の料
金を設定している。
□利用料金収入について平成28年度、平成29年度と前年度より減少して
おり、稼働率の向上に向けての取組が必要である。
□トイレの照明への人感センサー設置、自然の採光を利用したホワイエ
の照明の調節など節電、省エネルギーに取組、経費の節減を行った。

評価結果 評価区分

Ｓ
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

127,741 127,139

(132,799) (126,031)

６　収支状況

(125,746)

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



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
□消防法、興業場法など劇場運営に関
する諸法律を遵守している。
□空調の温度設定や小まめな消灯など
節電対策を行い、環境への配慮に取り
組んでいる。

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
□チェックリストに基づき毎月自己点
検を行ない、個人情報保護の研修を
行っている。
□個人情報の取扱いは適切である。

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

□ホール運営、舞台運営について知識
と経験を有する職員を配置し、適切な
管理運営を行っている。
□職員研修を実施し、接遇スキルなど
職員の資質向上に努めている。

＜参考＞
□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

□長時間残業の禁止など労働時間の短
縮に努めている。風通しのよい職場作
りによりハラスメントの防止に取り組
んでいる。

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




