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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

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

指 定 管 理 者 名

施設所管課（事務所）

評価基準

○○事務所

音楽堂

公益財団法人神奈川芸術文化財団

文化課

H23.4.1 H28.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H23 H25

Ａ：極めて良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：一部改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＣが１つ以上）
Ｄ：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＤが１つ以上）
　※　Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

評価理由及び今後の対応

　開館から60周年を迎えて、施設や設備の老朽化が問題となりつつある中で、施設の稼働率は毎年8割を超え
ており、年間16万人以上に利用されている。
　事業面では、主催公演など県民へ質の高い音楽鑑賞機会の提供を行うほか、子ども・青少年への音楽提供を
目指して、体験型事業やアウトリーチ活動なども実施しており、今後も文化芸術の鑑賞普及活動に努められた
い。
　施設の管理運営面では、老朽化等の課題がある中で、歴史的な建造物としての特性を活かしつつ、利用者が
快適に利用いただけるよう細やかな配慮を行い、適宜、修繕に取り組む等、適切な対応を行い、平成25年度に
は、地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞した。
　収益面では、休館日（月曜日）の臨時開館を行うなどして利用者のニーズに応えるなどの取組を行うこと
で、今期指定管理期間（平成23年～平成25年）は毎年の収入増となった。また、自主事業においては、文化庁
からの補助金など外部資金の獲得にも積極的に努めている。
　以上のことから、指定管理業務は良好な管理運営状況であると認められるとともに、今後も引き続き指定管
理者による業務運営が望ましいと考えられる。

Ｂ

無有指定管理者制度による管理の有効性

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂが同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

項目別評価

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

確認の視点

□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

施設の維持管理

□開館から60年を経過し、施設や設備
が老朽化する中で、適切な業務運営に
より、安全な利用環境を提供してい
る。また、利用者視点で清掃モニタリ
ングを行い、利用者が快適に利用でき
るよう施設運営に努めている。

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

確認項目 内容・評価理由

□本県の文化芸術活動拠点施設とし
て、質の高い音楽鑑賞機会を提供する
とともに、年間16万人以上に利用さ
れ、稼働率は8割を超えている。
□子ども・青少年へ音楽を身近に親し
む機会の提供として、体験型コンサー
トやアウトリーチなど適切に実施され
ている。

Ｂ

□県内の教育機関へ、事業案内の配布
や、毎年体験型アウトリーチ公演を実
施するほか、休憩時間にホワイエを利
用して、県障害者地域作業所連絡協議
会によるお菓子の販売などを行ってい
る。

Ｂ

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□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

□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

評価結果 評価区分

Ｂ
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リスト

 ※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

目標値

リスト

リスト

％

14,827人 16,582

評価結果

23年度 24年度 25年度

人151,100 151,100

人15,035

110

人151,100

対基準値増減数
※下段は増減率

167,682 166,581人 人人

人

Ａ

151,100

166,135

□音楽情報雑誌やホームページ、ラジオ放送や地域紙、県内の多様な
媒体に広告を掲載し、効果的な広報に努めている。
□本県の文化芸術活動の拠点施設として、著名なアーティストによる
「ヴィルトゥオーゾ・シリーズ」など世界レベルの質の高い音楽の提
供を行うとともに、子ども青少年への音楽体験の提供として「マエス
トロ聖響の夏休みオーケストラ」や「メサイア未来プロジェクト」を
実施するなど施設の設置目的に合致している。
□休館日（月曜日）を臨時開館するなどして、利用者サービス向上に
努めた結果、直近3年間の平均来館者数は約16.6万人と、指定管理者の
提案値も上回っており、利用促進が図られている。

確認の視点

□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

人

110％ 111％ 110.2

人

入所施設等定員がある場合
Ａ：100％
Ｂ： 90％以上
Ｃ： 80％以上
Ｄ： 80％未満

利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ａ：105％以上
Ｂ： 95％以上～105％未満
Ｃ： 85％以上～ 95％未満
Ｄ： 85％未満

対目標値増減率

２　施設の利用状況

165,927

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

％

評価区分

％ ％ ％

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

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

23年度 24年度 25年度

評価結果

Ａ

評価区分

３か年平均

％92.9

8 8

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

□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

□毎年12月に定期的に来館者・利用者に対し、アンケート用紙の配布
及びホームページ上での満足度調査を実施している。
□アンケート結果については、利用者の満足度向上のため、施設職員
で問題意識を共有し、心地よく過ごしていただけるよう活用してい
る。

100.0 80.0 100.0

10

３　利用者満足度の状況

「満足」（５段階評価の場合、上位２段階）と答えた場合が（３か年平均）
Ａ： 80％以上
Ｂ： 60％以上～ 80％未満
Ｃ： 40％以上～ 60％未満
Ｄ： 40％未満　又はＡ～Ｃにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上
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平成23年12月

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

座席が狭い

福祉作業所によるお菓子等の販
売を続けて欲しい

トイレが少ない

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

□来館者、利用者に対して、毎回アンケート用紙を配布するととも
に、公演終了時にアンケートの回収を呼びかけ、苦情・要望等の把握
に取り組んでいる。
□ホール客席については、構造上、対応が困難だが、代替案として座
面を更新して座り心地を改善し、利用者に少しでも快適に過ごしても
らえるよう取組むなど、適切に対処している。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

建物の構造上、設置は難しいが、お客様
の負担が最小限になるよう職員が新設丁
寧に対応してカバーしている。
休憩中など限られた時間内にスムーズに
ご利用いただけるよう、丁寧な案内を心
掛けた。

Ａ：要望等を積極的に把握して改善を行う等、サービス向上を図った。
Ｂ：指定管理者に起因しない苦情・要望等があったが、適切に対応した（苦情・要望等が
ない場合も含む）。
Ｃ：指定管理者に起因する苦情・要望等があったが、適切に対応した。または、指定管理
者に起因しない苦情・要望等があり、適切に対応していない。
Ｄ：指定管理者に起因する苦情・要望等があり、適切に対応していない。

エレベータ・エスカレータを設
置して欲しい

年月

Ｂ

評価結果

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

平成26年3月

平成23年12月

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

建物の構造上、座席の改修は難しいた
め、段階的に座面の更新し、座席の座り
心地の改善を図っている。

引き続き音楽堂でのお菓子等販売を実施
している。

平成26年3月

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

平成24年4月
利用者の男性（80歳）が舞台上
で合唱の練習中、足を踏み外し
て雛壇から落下・負傷。

すぐに救急車を手配し病院へ搬送した。
雛壇等の利用時には、安全に十分留意す
るよう呼びかけを行い、注意を促してい
る。

平成25年2月

利用団体に注意を促すとともに、二次被
害を防ぐため、破損した窓をベニヤ板で
養生し、後日交換を行った。

評価結果

来館者がホール内通路近くの階
段を踏み外し転倒・負傷

□施設の構造上、根本的な対策が難しい状況の中、事故発生時の対応
について職員に情報を共有し、研修を実施するなどして迅速に対処で
きるよう日ごろから取り組んでいる。
□施設の構造上、階段や段差が多いため、段差がある箇所に目立つよ
うテープを貼るなどの工夫をするほか、高齢の利用者に対しては、声
をかけて注意を促すなど工夫を行っている。

階段のスリップ防止部分の色を目立たせ
るなど、転倒防止対策行うとともに、高
齢の利用者には職員が呼びかけを行い、
注意を促している。

平成26年2月
貸館利用時、中学生がホワイエ
ガラスに衝突し破損。

評価区分

Ｂ

Ａ：事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。
Ｂ：軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合
も含む）。
Ｃ：事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発
生し、適切に対応していない。
Ｄ：事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。

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

3



単位：千円

※(　)内は収支計画額。

内容・評価理由確認項目

Ｂ

評価区分

収支差額

250,174

250,179

(248,109)

24年度

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

□収入面については、音楽情報雑誌やホームページ、ラジオ放送や地
域紙、県内の多様な媒体に広告を掲載し、効果的な広報を行い、稼働
率の向上に努め、毎年8割を超える稼働率を維持しており、利用料収入
は3年間続けて増加している。
□文化庁や地域創造などからの補助金など、外部資金の獲得に積極的
に努めた。

(243,891)

累計

752,107

(738,798)

752,079

(738,798)

28

(0)

内訳

(174,182)(34,300)

250,898

(39,627)

支出

評価結果

(34,600) (32,834)

利用料金 その他

176,175

利用料金 その他

25年度

250,913

23年度

６　収支状況

(174,182)

251,015

(246,798)

７　業務遂行能力

(38,016)(176,157)(34,900)

収支計画（支出額）と比較して
Ａ：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10％以上）。
Ｂ：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10％未満）。
Ｃ：計画と異なり、収支差額に10％以上20％未満のマイナスが生じている。
Ｄ：計画と異なり、収支差額に20％以上の大幅なマイナスが生じている。

(0)

251,007

(246,798)

8

(0)

0.0%

(243,891)

15

(0)

収支計画比

(248,109)

5

収入

確認の視点

□管理運営にあたって適切な人員が配

項目別評価

指定管理料 利用料金 その他

526,514110,504115,089

(524,521)(103,800)(110,477)

37,699

指定管理料 利用料金 その他

174,18236,54039,457

指定管理料

36,90737,933176,15737,057

指定管理料

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＡが２つ）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価がＡとＢ、またはＢが２つ）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

□人員配置計画に基づき、施設の維持
管理運営に尽力するとともに、
□定期的に財団内部での研修会を実施
し、人材の育成に努めている。

□指定管理期間中、法令違反等の違反
行為はない。
□個人情報の取扱いについても適切に
管理されている。また、こまめな消灯
により、節電にも努めており、環境へ
の配慮も行われている。
□公演の休憩時間に、ホワイエにて神
奈川県障害者地域作業所連絡協議会に
よる菓子等の販売を行い、利用者から
好評を得ている。

Ｂ

評価結果 評価区分

□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

□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
□個人情報の取扱いは適切か
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用の状況は適切か

コンプライアン
ス、社会貢献

人的な能力、執行
体制 Ｂ
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