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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

かながわアートホール

公益財団法人神奈川芸術文化財団

文化課

H21.4.1 H27.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H21 H24

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

□県民の文化芸術活動の練習及び発
表の場として、年間約５万人の方に
利用され、施設の稼働率は毎年８割
を超えている。
□本県の「文化のシンボル」である
神奈川フィルの練習公開や、「カ
ジュアル・コンサート」、「キッズ
コンサート」を実施するなど、身近
に音楽を鑑賞・体験できる機会を提
供している。

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

　ホールと大きさの異なる５つのスタジオがあり、施設の稼働率は毎年８割を超え、年間約５万人の方に利
用されている。また、指定管理者は適切な業務委託を行うとともに、非常勤職員も活用し、少ない職員で、
利用者に対するきめ細やかな対応を行っており、満足度調査においても「良い」又は「ふつう」と回答した
人が９割以上と大半を占めるなど、概ね良好な評価を得ている。また、接遇研修等、実践的な研修を繰り返
し実施するなど、業務遂行能力の確保に努めている。
　事業面では、神奈川フィルハーモニー管弦楽団と連携を図り、コンサートの開催や練習公開などを通じ
て、県民が気軽に良質な音楽に触れる機会を提供している。
　施設の維持管理・運営の面では、開館以来20年が経ち老朽化等の課題がある設備もあるが、快適に利用い
ただけるよう細やかな配慮を行うとともに、適宜、修繕に取り組む等、適切な対応を行っている。
　収益面では、施設の稼働率を高め、23年度は過去最高の収入を達成し、24年度も引き続き高い水準を維持
するとともに、順次、ＬＥＤ照明を導入し節電の促進を図る等、経費節減にも取り組んでいる。また、収支
はほぼ均衡しており、安定した運営が行われている。

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

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

施設の維持管理

□適切な業務委託を行い、日常の点
検保守や清掃・整備に努め、安全な
利用環境を提供している。
□利用者に対する舞台運営上の安全
確保のための説明、受付時の対応や
アマチュア利用者に対する技術的な
サポート等を通じて安心して利用で
きる施設運営に努めている。

Ｂ

□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



ア

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

４か年平均

102.8 ％

人

人人

50,983 人 50,697 人

1,983 人 947 人

21年度 22年度

48,250 人

49,489 人

1,239

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

23年度 24年度

49,000 人 49,750

２　施設の利用状況

設定方法：

※目標値の設定方法


人

人

人

目標値

対目標値増減数
※下段：増減率

評価結果

人

103 ％

Ｂ

％

1,283

103

47,500

48,783

104 ％ 102 ％

48,625

49,988

対目標値増減率

Ｂ

□地域紙への広告掲載や近隣学校へ
の利用案内配布を行うなど、地域住
民の利用を促進し、吹奏楽部の練習
や、合唱コンクールなど、地域住民
の練習・発表の場に利用されてい
る。
　また、地域の一大イベントである
区民まつりにも協力し、施設を開放
し、音楽会等の会場として提供して
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

評価結果 評価区分

(利用者数)

利用者数

施設の利用状況についての評価

□クラシック音楽情報誌や、沿線電車内、地域紙など、多様な媒体に
広告を掲載するなど、効果的な広報に努め、身近に音楽を鑑賞・体験
できる機会を提供する「カジュアル・コンサート」や、「キッズコン
サート」では、定員の３倍を超える多数の応募者を集めている。
□直近４年間の平均来館者数は約５万人と、指定管理者制度導入以前
の直近４年間（平成17年度～20年度）の平均来館者数約４万５千人か
ら10％程度増加し、指定管理者の提案数値も上回るなど、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

評価区分

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（４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



％ ％ ％ ％

人 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

４か年平均

％73.6

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

３　利用者満足度の状況

年月

21年度

95.1

39

22年度

81.3

13

23年度

77.3 58.4

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（４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

４　苦情・要望等への対応

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。

評価区分

対応状況

　和太鼓練習の利用は他スタジオと距離
の離れているホールと第１スタジオのみ
にした。

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月に定例的に来館者・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、適宜、必要な措置を講じている。

24年度

34 45

Ｂ

評価結果

評価結果

Ｂ

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

□ホールホワイエでのアンケート配架、公演時のチラシ挟み込みに加
え、利用手続きの際にアンケートを個別に手渡すなど、積極的に要
望・苦情の把握に取り組んでいる。
□また、利用者や来館者の要望・苦情については、迅速な対応及び丁
寧な説明を行っている。

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

意見の内容

　和太鼓の練習の振動が他ス
タジオに伝わるので、特定の
スタジオで実施してほしい。

　見学ギャラリーに椅子が欲
しい。

　節電のため使用を控えている旨を掲示
するとともに、丁寧に説明を行った。

　避難経路にあたるため、設置すること
ことはできない旨の説明を行った。

平成24年４月

平成23年１月

　お手洗いのジェットタオル
を使用可にしてほしい。

平成24年11月



単位：千円

0.0%

収支計画比

※(　)内は収支計画額。24年
度は速報値

(498,505)

指定管理料

421,632

(421,420)

利用料金

58,096

(63,280)

21,519

501,229

累計

501,247

124,164

(121,672)

2

(0)

(105,048) (15,680) (4,540)

23年度

125,055

(125,320)

指定管理料 利用料金 その他

1

(0)

21年度

105,060 15,271 4,724

22年度

123,806

(125,268)

指定管理料 利用料金 その他

105,048 14,244 4,514

収入
(126,245)

収支差額
11

(0)

(13,805)

支出
128,209

(126,245) (498,505)

内訳

128,220

指定管理料 利用料金 その他

105,272

収入

支出

124,166

(121,672)

指定管理料 利用料金 その他

106,252

123,805

(125,268)

評価結果 評価区分

Ｂ

５　事故・不祥事等への対応

125,051

(125,320)

4

(0)

24年度

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。

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

６　収支状況

収支差額

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

□事故発生時対策マニュアルを作成し、緊急時の対応に備えている。
□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、周知徹底を図るほか、設備の軽微な不具合についても、業者に
確認するとともに、県にも報告し、事故の未然防止に努めている。
□不祥事防止については、マニュアルを作成するとともに、定期的に
職員研修を実施し、未然防止に努めている。
□なお、平成21年度からの指定管理期間内において、事故・不祥事は
発生していない。

評価区分

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。

その他

評価結果

Ｂ

14,977 7,971

(105,060) (16,220) (4,965)

18

(0)

対応状況

内訳

(106,252)

13,604

(15,420)

4,310

(0) (105,060) (15,960) (4,300)



□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

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

□指定管理者組織内の人事異動にお
いて、最低１名は本施設の運営経験
のある職員を配置するよう配慮する
とともに、委託業者への適切な指導
を行っている。
□人材育成に当たっては、接遇研修
など、実践的な研修を繰り返し実施
することで、資質向上に努めてい
る。

□個人情報保護法を始めとした法令
遵守に向けた行動指針を定めるとと
もに、職員研修の実施などにより、
適正な業務遂行に努めている。
□グリーン購入の推進等、環境への
配慮にも努めている。

評価結果 評価区分

Ｂ

確認の視点確認項目

７　業務遂行能力

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、クラシック音楽情報誌や、沿線電車内、地域紙
など、多様な媒体に広告を掲載することで、稼働率の向上に努め、毎
年８割を超える稼働率を維持し、23年度には過去最高の収入を達成す
るなど、増収を図っている。
□また、順次、ＬＥＤ照明を導入し節電の促進を図るなど、経費節減
にも取り組んでいる。
□この４年間、収支は均衡し、安定した運営が行われている。


