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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

県民ホール（本館・芸術劇場）

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

Ｂ

項目別評価

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

　指定管理期間の２期目にあたる今期は、県民ホール本館のほか23年１月にオープンした芸術劇場を加えた
２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、施設の稼働率は本館で３年平均で８割、芸術劇場で７割を超え、入場者数も
25年度は12月から本館の改修工事による休館の影響があるが、23・24年度は２館合計で80万人を超える実績
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8割近くとなっている。
　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、神奈川の文化芸術の広域拠点施設である県民ホール本館及び芸術劇場の特性に応じて、
指定管理者が持つ人材やノウハウ等を活用し、「神奈川国際芸術フェスティバル」の開催をはじめとした自
主事業を実施するとともに、鑑賞普及事業や人材育成事業などに取り組んできた。また25年12月から改修工
事により県民ホール本館が休館となったことを受けて、これまで本館で実施してきた事業の一部を芸術劇場
で開催するなど、互いに連携を取りながら事業を実施している。
　以上のことから、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。

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

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

Ｂ

内容・評価理由

□本県有数の規模を持つ県民ホール
本館と舞台芸術専用ホールである芸
術劇場との一体運営により、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。

無有指定管理者制度による管理の有効性

※本  館：H23.4.1～H28.3.31 

 芸術劇場：H22.4.1～H28.3.31 
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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（但し、H25は本館休館の影響を調整）

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

対基準値増減数
※下段は増減率

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。

目標値

リスト

利用者数

％

△ 9,219 人 28,168

施設の維持管理

□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年近く経過し、
建物や設備の老朽化が進んでいる本
館については、県施工工事のほか、
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。

Ｂ

□地域の商店や宿泊施設と連携した
チケット販売や、本館休館中に県内
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。
□また、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。

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

評価結果

23年度 24年度 25年度

人826,422 647,428

人26,315

103

人

Ｂ

814,053

675,596 777,722人 人人

人

Ｂ

762,634

840,368

□指定管理者が作成する広報誌のほか、ホームページ、ツイッター、
Facebookを通じた広報・ＰＲ活動、近代文学館など他施設との連携し
た広報協力などを実施し、入場者数の確保に努めた。
□本館、芸術劇場それぞれの特性を活かした自主事業を実施し、幅広
い層の利用者に利用していただけるよう努め、ほぼ目標どおりの入場
者数を確保することが出来た。
□特に本館については、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。

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

99 ％ 104 ％ 102.0

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

817,203

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
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％ ％ ％

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

H25年度下期

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

【本館】
・施設のバリアフリー化の要
望

【芸術劇場】
・当日券の購入場所がわかり
にくい。

【本館】
・子どもが観覧できる上質の
演目、気軽に買える安いチ
ケットの企画を増やしてほし
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

□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。

案内スタッフが、空いているトイレの場所を
積極的に声掛けしている。

これまでも「パイプオルガン夏休み子どもス
ペシャル」では実際にオルガンに触れる機会
を設けたりするなど、子どもが楽しめる事業
を実施したり、「オープンシアター」では音
楽鑑賞だけではなく、バックステージ見学な
ど幅広い世代が楽しめるプログラムを実施し
ている。今後は、学校を通しての情報の周知
に努めたり、託児サービスが利用できる公演
数を増やすなど、今後もより来場しやすい工
夫を継続していく。

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。

【芸術劇場】
・トイレが少ない

年月

Ｂ

評価結果

評価結果

Ｂ

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

H23～25年度

H24年度上期

評価区分

３か年平均

％79.5

38 23

評価区分

対応状況
業務用エレベーターでの案内を行っている。
今後も公演によって案内スタッフを増員する
等、状況に応じた対応していく。

建物2Fのチケットインフォメーションに、当
日券情報を常に掲示するようにした。また、
ホームページにも当日券情報欄を増やし、
トップページ、各公演情報ページでもそれぞ
れ当日券情報がすぐにわかるようにし、活用
している。

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

□実施月（例年10月ごろ）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。
□利用者満足度調査のほか、日常的に入場者・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。

77.8 79.2 82.1

28

３　利用者満足度の状況

H23～25年度

「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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事故・不祥事等の
概要と対応状況

加賀町警察に通報し現場検証を行った。
応急処置として、ポスターケースは養生
し、後日ガラス交換修理を行うととも
に、防犯カメラを新設し、再発防止に努
めた。

評価結果

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況
平成24年7月 【本館】小ホール第１楽屋の

天井板が漏水により落下し、
タイルカーペットが水浸しに
なったが、第１楽屋は未使用
の為、利用者に被害はなかっ
た。

応急対応として、中央監視と清掃の対応
により瓦礫を片付け、床面を乾燥させ
た。その後、専門業者により天井の仮復
旧及び目詰まりの改修等応急的な措置を
行い、第１楽屋を使用可能な状態へ復
旧。配管の目詰まり及び天井について
は、後日補修工事を実施した。

平成25年4月 【本館】駐車場出口の監視モ
ニター映像が上向きに変えら
れ、精算機の釣銭受け口が壊
され、精算機内部の紙幣用金
庫も壊されているのを発見し
た。

加賀町警察に通報し現場検証を行った。
今後の対応として、22時前に駐車場出口
の精算機内の紙幣回収を行い、被害の軽
減を図ることとした。さらに、監視モニ
ターのチェックリストを作成し、モニ
ター監視も強化する。

平成25年9月 【本館】大ホール第3楽屋及び
楽屋天井通路より水漏れが発
生した。

□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。
□指定管理期間において発生した事故・不祥事等は、主に設備の老朽
化や事件により発生したもので、発生後の対応については適切に行わ
れている。

応急対応として、水受けを設置し、館内
に水が入らないようにした。
なお、25年12月からの改修工事におい
て、屋上防水工事を実施する。

平成26年2月 【芸術劇場】警備が深夜外周
巡回時に、南車路シャッター
横のガラスポスターケースが
故意に何者かに割られている
のを発見した。

５　事故・不祥事等への対応

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
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

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

内容・評価理由

□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、本館
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。
□例年実施している研修のほか、本
館休館を利用して、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。

□指定管理期間において、法令違反
等の行為は発生していない。
また、基本協定書に定める個人情報
保護の取扱いや、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。

Ｂ

確認項目

Ｂ

評価区分

収支差額

2,063,377

2,063,390

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

□25年度は本館休館による利用料収入の減少はあるものの、入場料等
の事業収入の安定確保とともに、国（文化庁）補助金などの外部資金
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
等による事業費の圧縮など、引き続き経費削減に向けた取組みを行っ
ている。

(1,814,435)

累計

5,900,986

(5,450,287)

5,900,978

(5,450,287)

8

(0)

内訳
(1,205,845) (247,500)

1,838,570

(355,449)

支出

評価結果

(340,787)

(1,808,794)

24年度

1,999,017

(1,827,058)

(371,658)

利用料金 その他
1,195,485

利用料金 その他

25年度

1,838,579

23年度

６　収支状況

(1,195,485)

７　業務遂行能力

(290,786) (1,172,907) (269,870)

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)

1,999,031

(1,827,058)

△ 14

(0)

0.0%

(1,814,435)

9

(0)

収支計画比

(1,808,794)

13

収入

評価結果 評価区分

確認の視点

□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

項目別評価

Ｂ

指定管理料 利用料金 その他

3,570,553 956,468 1,373,965

(3,574,237) (858,157) (1,017,893)

387,410

指定管理料 利用料金 その他

1,202,161 348,960 512,269

指定管理料

329,246 474,286 1,172,907 278,262

指定管理料
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