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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

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。

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

－

神奈川近代文学館

公益財団法人神奈川文学振興会

文化課

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

Ａ

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

　これまでの管理運営状況については、企画展の充実や関連イベントの活性化など利用促進に向けた積極的な
取組がなされ、効果を上げていること、経費節減のための様々な工夫を行っていること等の理由から、Ａ評価
となった。
　指定管理者制度の導入における有効性については、作家や文学関係者との信頼関係、専門的知識や技術の蓄
積等を活かし、貴重な文学資料の収集整理・活用が図られていること、利用者の要望を取り入れつつ魅力的な
企画を展開し、幅広い層の県民に文学に親しむ機会を提供していること等の理由から、有効に機能していると
判断できる。
　よって、引き続き指定管理者制度による管理運営を行う。

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

□清掃・保守点検・警備等の維持管
理業務は、事業計画どおり実施され
ていることを、月例報告書及び随時
の現地調査により確認している。ま
た、受付業務では１名以上が常時窓
口に待機している。

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

Ａ

内容・評価理由

□文学資料の収集及び閲覧・展示
や、施設及び設備の維持管理等の指
定管理業務は、文学の振興と発展を
目的とした運営方針に基づいて、確
実に実施されている。
□業務委託実績報告書及び随時の現
地調査により、委託した業務の適切
な実施を確認している。

無有指定管理者制度による管理の有効性

－

Ａ

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

Ａ
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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

％ ％ ％

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

対基準値増減数
※下段は増減率

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

目標値

(利用者数)

利用者数

％

△ 2,736 人 3,126

評価結果

23年度 24年度 25年度

人57,900 58,400

人13,829

124

人57,400

61,526 62,640人 人

評価結果

Ｂ

人

人

Ａ

57,900

評価区分

71,229

３か年平均

％68.8

□恒常的に行ってきた駅でのポスター掲示やチラシ配布などに加え、
平成23年度の「作家と万年筆展」や平成25年度の「井上ひさし展」
は、効果的な広報により各種メディアに複数取り上げられたことで、
それぞれ目標の3.1倍、2.7倍の観覧者動員につながった。
□自主事業として、文学散歩等の催しを毎年実施し、3ヵ年で1,400人
以上が参加し、館の利用促進や支援につながっている。
□平成23年度に、夏休みの子ども向けの企画として、大人にも人気の
ある「安野光雅展」を開催し、お子様連れの女性が多数来館、同年度
はその他の展示やイベントも好評で、平成7年のリニューアル以降最
多の71,229人の利用者があった。平成25年度の泉鏡花展では、三越劇
場(松竹)や他の美術館等と連携したチケットを発行するなど、利用促
進に向けた適切な取組みが行われている。

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

95 ％ 105 ％ 108.2

143 125

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

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

□展示の出口付近に回収箱を設置し、来館者向けのアンケートを実
施。合わせて、Webによるアンケートも実施し、積極的に満足度向上
に向けた意見集約に取り組んだ。
□平成24年度には展示室入口のマルチビジョン映像を更新したり、若
年層向けの館紹介ビデオの製作、常設展示に音声ガイドシステムの導
入など、満足度向上に向けて適切に取り組んでいる。

74.4 66.5 67.9

90

55,164

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

３　利用者満足度の状況

％

評価区分

「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25年10月

事故・不祥事等の
概要と対応状況

評価結果

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

・字が読みづらい。
・展示作品の解説等のため、タブ
レット端末機を貸出してほしい。

施設までの案内ルートをわかりや
すくしてほしい。

もっと椅子を置いてほしい。

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

□企画展や特別展ではアンケートを実施し、積極的に利用者の意見を
把握している。
□把握した苦情・要望等を真摯に受け止め、必要に応じて職員に周知
したり、随時改善を図っている。
□利用者の視点に立ち、相手の話を傾聴し、丁寧に説明をしたり、機
会を捉えて改善するなど、適切に対応されている。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

元町・中華街駅や日本大通り駅等の掲示板
に、ポスタースペースを確保した。

各所にソファを設置した。

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。

もう少し広報をしてほしい。

□丁寧な事務処理や、施設や備品の定期的な点検・管理、緊急時のマ
ニュアル整備など、仕組みを構築し、職員への周知が図られている。
□職員の訓練もなされており、急病人発生などの緊急時にも適切な対
応がなされ、事故防止につながっている。

年月

Ａ

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23年5月
ほか複数

平成24年10月

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

音声ガイドシステムを導入し、希望者にタブ
レット端末機（iPod touch）の貸出を実施し
た。

ブラフ99ガーデンの開園に伴い、電柱広告を
よりわかりやすい位置に移設した。

評価区分

Ａ

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

平成25年3月
ほか多数
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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。

Ａ

内容・評価理由
□特別展の際はシフトを変えて、休
日の受付の体制を充実したり、子ど
も向け展示の際は会場接客兼監視員
を増員するなど、来館者の状況に応
じて柔軟な体制がとられている。

□幹部職員をはじめ担当部署には、
関係機関からの通知や制度の変更に
ついて随時周知し、打ち合わせ等を
実施している。
□地域社会への貢献として、地元自
治会へのオブザーバーとしての参加
や、横浜市と協力して公園内の清掃
を実施している。

Ａ

確認項目

Ｂ

評価区分

収支差額

413,900

413,900

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

□駅と電車内のポスター掲出、駅改札のチラシ設置、新聞広告、ホー
ムページなど様々な媒体を活用して情報発信を行い、平成23年度と平
成25年度の利用料金収入は、計画を上回った。図録のサイズや価格を
展示内容に合わせて工夫しており、平成25年度はその他の収入の増加
にもつながった。そのほか、展示に合わせた著作、関連グッズの受託
販売など、増収に向け積極的な取組が行われている。
□職員手製の缶バッジを子ども向けイベントで配ったり、個別空調促
進のためのシステム改修やチラーの制限運転、収蔵効率を上げるため
の蔵書の再配置と整理、オンデマンド印刷の導入等、経費節減のため
各種の工夫がなされており、適切である。

(409,110)

累計

1,238,151

(1,224,501)

1,238,152

(1,224,501)

△ 1

(0)

内訳

(391,896) (8,774)

416,454

(6,834)

支出

評価結果

(8,824)

(407,504)

24年度

407,797

(407,887)

(6,934)

利用料金 その他

392,784

利用料金 その他

25年度

416,454

23年度

６　収支状況

(392,784)

７　業務遂行能力

(6,279) (393,302) (8,874)

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)

407,798

(407,887)

△ 1

(0)

0.0%

(409,110)

0

(0)

収支計画比

(407,504)

0

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

Ａ

指定管理料 利用料金 その他

1,177,982 36,266 23,902
(1,177,982) (26,472) (20,047)

11,521

指定管理料 利用料金 その他

391,896 15,744 6,260

指定管理料

8,892 6,121 393,302 11,630

指定管理料
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