
選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

実績報
告書

現地※

・指定管理者として、これまでの５年間の経験とノウハウを活かす
とともに、コンサートホールとしての新たな価値を向上させ、県民
に多様な文化芸術を提供する場の創出をする。

・施設の設置目的や公の施設としての公共性、平等性を十分に理解し、当
施設の役割を活かした指定管理業務を行った。コンサートホールは、これ
まで同様、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の練習の場として利用され、
演奏水準の向上に資することができた。新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、年間50回以上の開催を予定していた楽団の練習公開や、イ
ベントでのコンサート等は中止したが、一部の主催公演は無観客・ライブ
配信に切替えて実施することで、県民に文化芸術を提供する場の創出をし
た。
・舞台運営業務は、グループの構成団体である横浜アーチストの専門技術
に長けた人員が行うことに加え、コンサート開催など事業企画・実績経験
豊富な神奈川フィルのノウハウ等を活用することにより一体となって安
全、安心、丁寧な運営を行った。また、令和２年度からは、演劇などの公
演も実施する県のマグカルシアター事業を開始するなど、コンサートホー
ルとしての多様な価値をさらに向上させた。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、施設が休館、主
催公演が中止になる中で、県民に文化芸術を提供するた
めの努力が伺える。
・マグカルシアター参加団体からも施設環境の良さ、職
員対応等について好評を得ており、施設価値を向上する
ことができている。

○ ○ ○ 月例業務報告

・当施設の設置目的に則り、各種法令を尊守し、公平、平等な利用
の確保に取り組みながら、県民の文化芸術に関する活動の振興及び
福祉の増進を図る。

・設置目的や関係法令に基づき、特定の個人・団体に有利な扱いはせず、
優先利用を認めている神奈川フィルについても、年間90日以内を遵守し
た。
・利用申込は６か月前に公開抽選とするなど、公平、平等で利便性の高い
利用の確保を行った。令和３年１月には「e-kanagawa」でのweb予約が可
能となり、利用者の利便性が向上した。

・「e-kanagawa」を導入したことで利用者の利便性が向
上したとともに、施設予約に係る電話対応が減少したた
め、窓口での利用者サービスが向上した。

○ ○ ○ 月例業務報告

・コンサートホールである当施設の特性を踏まえ、施設機能の十分
な発揮、利用者サービスの向上などの観点から、日常の保守点検、
清掃、修繕などを効果的かつ効率的に実施し、維持管理を行う。

・施設管理責任者である館長の下、施設管理・舞台設備担当者を置き、職
員が施設内外を巡回することにより、事故や障害の予防と不具合の早期発
見に努めた。
・施設内外の汚れを除去し、施設を良好な状態保つため、作業計画に基づ
き、日常清掃、定期清掃、環境衛生測定、害虫等防除などを実施し、快適
で衛生的な環境を確保した。

・ホール、スタジオ、レストランの扉など、利用者に身
近な箇所の不具合については、定期的に修繕し、事故を
未然に防止している。また、電話回線が混雑することが
あったため、実費で回線増設工事を行い、利用者に快適
な環境を提供できたことも評価できる。

○ ○ ○ 月例業務報告

・法令を遵守した安全管理や点検、清掃、補修などの維持管理を行
い、利用者に安全・安心・快適な環境を提供できる維持管理を徹底
する。

・法令に基づいた安全管理や維持管理業務を実施するため、年間の保守点
検業務表を作成し、特殊な技術を要する法定点検等については外部の専門
業者による保守点検を実施し、安全で快適な施設環境を提供した。発見し
た不具合については、都度修繕を行うことで施設機能を維持し、設備の長
寿命化を図った（施設利用を停止した月１回の施設点検、施設を休館した
年１回の法定点検の他、日常点検を随時実施）。

・設備の劣化が様々な箇所で発生しているため、今後も
保守点検や日々の確認を注意深く行っていただき、問題
の早期発見に努めてほしい。

○ ○ ○ 月例業務報告

・施設の特性を活かし、有料公演の増や広報の充実
など施設をさらに活性化し、人を呼び込むための運
営方針、内容等
・より多くの利用を図るために行う事業の実施方
針、広報・ＰＲ活動の内容等

・利用者の様々なニーズを踏まえ、文化芸術の枠を広げ、幅広い年
齢層にも働きかけることで、利用者増加に努めるとともに、人々が
気軽に楽しんで集まることができる豊富なイベントやコンサートを
開催する。
・様々な広報、宣伝媒体を使うことで施設の認知度を向上させると
ともに、関連施設や文化芸術団体との連携により様々な情報発信を
行い、県の公共施設としての魅力を最大限にＰＲする。

・幅広い年齢層をターゲットに、楽器体験や公開リハーサル等を企画して
いたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止又は無観客・
ライブ配信とした。
・県立保土ケ谷公園などとも連携を図り、若い世代向けには、当施設ホー
ムページ、フェイスブック等のＳＮＳや動画配信のアーカイブによる情報
発信、大人・シニア世代向けには館内チラシ、県・市の広報誌、タウン
ニュースによる情報発信を行い、当施設の魅力をアピールした。

・新型コロナウイルス感染症の影響下で不特定多数の人
が集まるイベントを中止したのはやむを得ない。その中
で、できうる限りの情報発信を行い、施設の魅力を最大
限アピールしようとした努力は評価できる。

○ ○ ○ 月例業務報告

・サービス向上のために行う利用者ニーズ・苦情の
把握及びその内容の事業等への反映の仕組み等

・利用者満足度調査を年２回行うとともに、日頃から利用者からの
要望・意見を受け付け、常に利用者の視点に立ってサービス改善を
行うことで、利用者に愛される施設づくりを行う。

・新型コロナウイルス感染症の影響による施設の休館により、施設利用者
が減少し、主催公演も中止又は無観客・ライブ配信実施となったため、利
用者満足度調査を実施できなかった。

・施設利用者が例年の半分程度、主催イベントも無観客
となり、利用者満足度調査を実施できず、評価不能と
なったことはやむを得ない。緊急事態宣言による休館
後、開館予定日を公表した際、利用者からの問合せが殺
到したことを踏まえると、当施設は利用者にとって、重
要な存在であることが伺える。次年度以降は、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を注視しつつ、例年とは違う方
法での実施を検討する等、調査実施に努めてもらいた
い。

○ ○ ○ 月例業務報告

・手話言語条例への対応及び外国人等に対するコ
ミュニケーションにおける支援

・障がい者に対する偏見をなくし、ろう者とそうでない者が相互に
尊重しながら共生できる環境を目指す。館内における外国語表示の
案内や、施設及び利用案内について英語のパンフレットを作成する
等、県内の外国人への情報発信や来館者対応を強化する。

・ろう者には筆談を実施している。外国人向けには音声翻訳機を配置し、
館内に英語表記の文字情報案内を製作中、施設利用案内の英語表記の抜粋
資料を作成中（令和３年度中に完成予定）。

・障がい者や外国人に対する取組みについては、引続き
実施してもらいたい。

○ ○ ○ 月例業務報告

・利用料金の設定、減免の考え方 ・条例で定められた料金の上限額で設定する。

・利用料金は近隣の同等規模の施設と比較して同等か安価であり、条例で
定められた料金の上限額で設定した。
・緊急事態宣言により施設が休館又は20時までの利用となった際には、利
用者に丁寧に説明の上、返金対応を行い、大きな混乱もなかった。

・近隣の類似施設と比較しても利用料金は妥当である。 ○ ○ ○ 月例業務報告

・ホールの予約が入らなかった日程を選び、映画のDVDを上映する
「DVD鑑賞会」を毎月開催することで文化コンテンツを発信する。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全ての事業が中止となっ
た。

・新型コロナウイルス感染症の影響下で、不特定多数の
人が集まるイベントを中止したのはやむを得ない。次年
度は感染症の状況を注視しつつ、適切な時期に事業を再
開できるよう指定管理者と調整する。

○ ○ 月例業務報告

・野外コンサートを年４回程度実施するとともに、近隣の中学・高
校の吹奏楽部が出演する吹奏楽フェスタを保土ケ谷公園「梅まつ
り」に併せて実施することで、施設外に向けて音楽を発信する。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全ての事業が中止となっ
た。

・新型コロナウイルス感染症の影響下で、不特定多数の
人が集まるイベントを中止したのはやむを得ない。次年
度は感染症の状況を注視しつつ、無観客・生配信などで
実施することも検討し、指定管理者と調整する。

○ ○ 月例業務報告

・ホールで神奈川フィルが常時リハーサルを開催していることを利
用し、リハーサル公開を年間50回実施し、地域住民が手軽に音楽に
親しむ機会を提供する。

・緊急事態宣言に伴う休館で４月13日以降閉鎖とした。６月20日の開館
後、神奈川フィルのリハサールは再開されたものの、見学ギャラリーは換
気が十分でなく密になりやすいことから、感染症拡大防止のためリハーサ
ル公開は全て中止した。

・新型コロナウイルス感染症の影響下で、不特定多数の
人が集まる見学ギャラリーを閉鎖したのはやむを得な
い。次年度は感染症の状況を注視しつつ、適切な時期に
再開できるよう指定管理者と調整する。

○ ○ 月例業務報告

・音楽情報コーナーにある書籍、CD、DVDを管理し、利用者が快適に
視聴できる状態を維持する。

・緊急事態宣言に伴う休館で４月13日以降閉鎖とした。６月20日の開館後
も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、音楽情報コーナーは常時
閉鎖とした。閉鎖前日までは、音楽情報コーナーで読書やCD・DVD観賞を
する利用者が多数おり、閉鎖までの12日間の利用者は77人であった。

・新型コロナウイルス感染症の影響下で、不特定多数の
人が集まる音楽情報コーナーを閉鎖したのはやむを得な
い。次年度は感染症の状況を注視しつつ、適切な時期に
再開できるよう指定管理者と調整する。

○ ○ 月例業務報告

・清掃業務、保守点検業務、受付業務、警備業務等
の維持管理業務についての実施方針

・施設の特性をより効果的に活かすために行う自主
事業の内容等

利用促進のための取組、利用者
への対応、利用料金

(3)

選定基準中項目
(Ａ)

その他

指定期間 令和２年度の事業実績
(Ｅ)

(1)
・指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営
方針、考え方
・業務の一部を委託する場合の業務内容等

施設の活性化
及び利用促
進・サービス
向上の取組

(2) 施設の維持管理
施設及び設備
の維持管理に
関する業務

指定期間 R2.4.1　～　R7.3.31

選 定 基 準 別 提 案 内 容 と 事 業 実 績 の 確 認

施 設 名 かながわアートホール

指定管理者名 （公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループ

施設所管課 文化課

評価項目
審査（評価）の視点

(Ｃ)
提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)

自主事業実施
に関する業務

Ⅰ
　
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

指定管理業務実施にあたっての
考え方、運営方針等

指定管理者と
しての基本方
針等

資料１－１②



選定基準
大項目

小項目
(Ｂ)

実績報
告書

現地※
選定基準中項目

(Ａ)
その他

指定期間 令和２年度の事業実績
(Ｅ)

評価項目
審査（評価）の視点

(Ｃ)
提案内容
(Ｄ)

所管課による課題分析等
(Ｆ)

事業実績の確認方法
(Ｇ)

・通常の指定管理業務を行う際の事故防止等の取組
内容

・安全・安心・快適な運営のため、日頃から法令等を遵守して事故
防止に取り組むとともに、実践的な訓練や研修を実施することで、
被害や影響を最小限に抑える。
・日常点検チェックリストに基づき、目視点検、作業確認等を実施
し、不具合を早急に発見し、トラブルを未然に防ぐ。

・法令に基づく定期点検を確実に実施するとともに、地震、台風、異常気
象等の当施設に支障を与える恐れがある場合には、被害が予測される箇所
の緊急点検を実施し、巡回を強化した。

・局地的豪雨の際には音楽情報コーナー入口とホワイエ
に水たまりができたが、巡回強化により早期発見、被害
を最小限に食い止めたことなど評価できる。

○ ○ ○
月例業務報
告、聞き取り

・事故・不祥事等の緊急事態が発生した場合や安全
管理の妨げとなりうる事案を認知した際の対応方針

・事故発生時の対応マニュアルを作成するとともに、計画的な職員
研修を通じ、関連知識の取得に努める。

・「災害対応マニュアル」、「通報・消火・避難誘導マニュアル」など、
事項別にマニュアルを整備し、緊急時の対応手順や役割分担を明確にする
とともに、年2回実施の消防・避難訓練にて有事の際に利用者の安全を確
保できるよう、職員の意識を高めるよう訓練した。
・緊急事態宣言解除後の運営管理については、（公社）全国公立文化施設
協会が定めた「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン」を参考に、「県立かながわアートホールにおける新型コロ
ナウイルス感染症拡大予防対策ガイドライン」を策定（６月12日）し、各
施設の利用人数を制限し、検温、アルコール消毒、換気の徹底、利用者の
入替の都度、換気、消毒し、ドアノブ・譜面台・椅子等の消毒を行い、利
用者にもマスク着用、手指消毒、検温を依頼化した。職員も同様にマスク
着用、手指消毒を義務化し、私生活においても感染リスクを避ける最大限
の努力を徹底した。また、不特定多数が利用する音楽情報コーナー、換気
は可能だが空間が狭く密になりやすい見学ギャラリーは閉鎖とした。

・新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対応を確実
に実施しており、利用者も各自で対策用品を準備したり
と、双方で協力的に運営・利用することで、利用者や職
員への安全管理が徹底しており評価できる。

○ ○ ○
月例業務報
告、聞き取り

・急病人等が生じた場合の対応
・救急救命士等の配置、救命に関する職員研修等

・発生場所や症状などの状況確認をした上で、救急対応を実施す
る。公演中については、気分が悪くなった人を速やかに発見できる
よう、常に客席に注意を払う。

・危機管理・事故防止研修、救命講習、防災訓練などを各年１回実施し
た。公演中は、舞台スタッフが舞台上はもとより、客席や周囲の状況にも
注意を払った。ホール外にいる職員も事務室等のモニターから施設内外の
状況を注視していた。

・施設駐車場でジョギング中の人が倒れた際には、速や
かに救急車を呼び救護に当たるとともに、県への報告も
済ませた。緊急時の対応手順が明確であり、評価でき
る。
・引続き、計画的な職員研修に努めてほしい。職員の入
替りも多いので、緊急時には全ての職員が的確に行動で
きるよう備えてほしい。

○ ○ ○
月例業務報
告、聞き取り

・地域人材の活用、地域との協力体制の構築及びボ
ランティア団体等の育成・連携の取組内容

・地域に愛される指定管理者として、地域人材の活用や地域との協
力体制について積極的に推進する。

・当施設に従事する職員のほとんどが神奈川県在住であり、今後欠員が出
た場合も原則として地元採用を行う予定である。自主事業の「かなフィル
ランド」には地元ボランティア団体にも参加いただき、「梅まつり」は県
立保土ケ谷公園との共催予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点からいずれも中止した。
・県立保土ケ谷公園とは、イベント・催しだけでなく、それぞれの閉館予
定や対応状況などを情報交換することで、利用者からの問い合わせに即座
に対応した。
・計画修繕工事で施設の屋根を塗装する際に、「屋根いろ総選挙」を実施
し、県民の方からの投票により緑色に決定した。

・新型コロナウイルス感染症の影響下で不特定多数の人
が集まるイベントを中止したのはやむを得ない。次年度
以降は、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつ
つ、引続き地域と連携した魅力あるイベントを実施して
ほしい。
・屋根いろ総選挙は好評であったとのことで、当施設の
知名度が向上し、県民から愛される施設へ寄与したと考
えられる。

○ ○ 月例業務報告

・地元企業への業務委託等による迅速かつきめ細か
いサービスの提供に向けた取組内容

・業務委託や資材調達する場合は、地元企業の育成や発注機会の拡
大を図るため、地元企業を最優先にする。

・保守点検業務や備品調達の際は、大部分を横浜市や川崎市などの地元企
業に依頼した。

・保守点検業務については、地元企業に委託すること
で、施設でトラブルが発生した際も迅速な対応が可能で
あり、利用者サービスの向上にも繋がっていると評価で
きる。

○ ○ 月例業務報告

諸規程の整備

・指定管理業務を実施するために必要な団体等の企
業倫理・諸規程の整備、施設設備の維持管理に関す
る法規や労働関係法規などの法令遵守の徹底に向け
た取組の状況（労働条件審査の実施予定など施設職
員に係る労働条件の確認の有無を含む）

・すべての事業活動を行う上での法令遵守、自然環境、社会環境、
人権保護といった道徳的観点が重要と認識し、神奈川フィルの基本
理念に従って役割を果たす。

・事業運営に必要な諸規程を整備し、従業員に周知するとともに、教育研
修により理解を深めた。また、県による監査、労働基準監督署からの指摘
事項はなかった。

・事業運営に必要な諸規程を整備し、施設整備の維持管
理に関する法規や労働関係等の法令に基づいた業務を行
い、行動指針ハンドブックを職員に配布する等適切に対
応している。今後も引き続き実施してほしい。

○ ○
聞き取り、労
働環境セルフ
チェック表

環境への配慮 ・指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況
・「神奈川県地球温暖化対策条例」及び「神奈川県庁温室効果ガス
抑制実行計画」に則り、環境へ配慮した施設運営を行う。

・設備更新時には、省エネルギー仕様への転換を図り、施設内の照明のＬ
ＥＤ化を進めた。また、ごみの減量化、再生紙の活用、グリーン購入への
取組を推進した。

・リサイクル分別の徹底や、コピー用紙の再利用等、今
後も引き続き実施してほしい。

○ ○ 聞き取り

・法定雇用率の達成状況等、障がい者雇用促進の考
え方と実績

・法定雇用率達成義務が生じた場合は、グループに属する２社とも
法定雇用率を達成する。

・達成義務のある神奈川フィルは法定雇用率を達成している。横浜アーチ
ストは算定基礎となる労働者数が基準以下のため、法定雇用義務はない。

・横浜アーチストに法定雇用義務が発生した場合には、
障がい者雇用を促進し、雇用率を達成できるよう指導す
る。

○ ○ 聞き取り

・障がい者差別解消法に基づく合理的配慮など、
「ともに生きる社会かながわ憲章」の主旨を踏まえ
た取組についての考え方
・手話言語条例への対応及び外国人等に対するコ
ミュニケーションにおける支援

・「ともに生きる社会かながわ憲章」など、関係法令やガイドライ
ンを遵守し、障がいのある方が施設を利用する際に差別することな
く適切に対応する。
・館内における外国語表示の案内や、施設及び利用案内について英
語のパンフレットを作成する等、県内の外国人への情報発信や来館
者対応を強化する。

・耳が不自由な方への筆談対応、「ともに生きる社会かながわ憲章」のチ
ラシの掲示及び配布を行うとともに、障がい者へに理解を深めるために研
修を実施した。
・ろう者には筆談を実施している。外国人向けには音声翻訳機を配置し、
館内に英語表記の文字情報案内を製作中、施設利用案内の英語表記の抜粋
資料を作成中（令和３年度中に完成予定）。

・障がい者や外国人への対応について、今後も引き続き
実施してほしい。

○ ○ 聞き取り

社会貢献活動
等

・社会貢献活動等、ＣＳＲの考え方と実績、ＳＤＧ
ｓ（持続可能な開発目標）への取組

・公共施設の指定管理者として、また、文化芸術の発信拠点として
の役割を全うするため、ＣＳＲやＳＤＧｓの考えに基づき、社会に
貢献する。

・公共施設としての社会的使命を全うし、当施設の価値を高めるため、一
歩進んだサービスを心掛けるとともに、全ての方を差別なく受け入れ、
様々な文化活動を発信し文化振興に取り組むことを実践した。

・社会的責任を果たし、ＣＳＲやＳＤＧｓの考えに基づ
き、社会に貢献しようとする姿勢が見受けられる。今後
とも引き続き実施してほしい。

○ ○ 聞き取り

(7)
事故、不祥事
への対応、個
人情報保護

・募集開始の日から起算して過去３年間の重大な事
故又は不祥事の有無並びに事故等があった場合の対
応状況及び再発防止策構築状況
・個人情報保護についての方針・体制、職員に対す
る教育・研修体制及び個人情報の取扱いの状況

・募集開始の日から起算して過去３年間の重大な事故又は不祥事は
ない。
・個人情報の適切な取扱いとそれらを含む情報セキュリティの保護
を重要な社会的責任と捉え、「個人情報保護法」等に基づき対策を
講じる。

・重大な事故又は不祥事はない。
・館長が個人情報保護責任者として、全職員に適切に指導・監督を行うと
ともに、情報管理体制の水準向上に努めた。また、個人情報保護意識を高
めるために研修を実施した。

・当施設では、日常的に施設利用者の個人情報を扱うた
め、万一、情報漏えい・紛失が発生した場合の対応につ
いて日頃から備えてほしい。

○ ○ 聞き取り

※「事業実績の確認方法(Ｇ)」欄のうちの「現地」の欄は、「指定期間 令和２年度の事業実績（Ｅ）」欄の実績を現地で確認したことを示すもの。

Ⅲ
　
団
体
の
業
務
遂
行
能
力

コンプライアンス、社会貢献(6)

事故・不祥事への対応、個人情
報保護

障がい者への
配慮

(4) 事故防止等安全管理
事故防止等安
全管理

Ⅰ
　
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

(5) 地域と連携した魅力ある施設づく

地域との連
携、地元企業
への業務委託
等


	様式（2610）←この様式を使用してください。

