
平成２２年９月２１日
東京都生活文化局

　　東京都江戸東京博物館

　　財団法人　東京都歴史文化財団グループ

　　平成２1年度

△
・定性目標に向けた様々な取組みが積極的に行われた。
・定量目標はインフルエンザや特別展の不振などが影響
し、観覧者数が目標に達していない。

管理の実施状況 △

財務の状況 △

事業の実施状況 ○

運営の実施状況 ○

特に評価すべき点
・教育普及事業においては、「えどはくカルチャー」等の
公開講座が、多岐にわたる充実した内容で年間を通して実
施されていることは、高く評価できる。

改善が望まれる点

・施設管理における安全管理や情報セキュリティ管理につ
いては、再発防止策の徹底が求められる。
・特別展は、江戸・東京との関係を浮き彫りにするなど、
展覧会の切り口を鮮明にすべきである。

今後取組むべき点

・動線の改善等、常設展の見直しを都と十分に検討すべき
である。
・質の高い事業活動を継続できるよう人材育成を図るとと
もに、設置者である東京都と連携し体制確保に努めること
が望まれる。

東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者管理運営状況評価

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

B

評価対象施設

指定管理者

評価対象年度

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

特記事項

・職員の作業中の死亡事故および情報管理上の事故は、指
定管理者の責に帰すべき重大な問題である。
・財務状況については、予算執行率が前期より悪化、自主
事業収入の減額が見られる。また、外部資金の活用等があ
まり行われていない。

事
業
効
果

・資料の管理、調査研究、展示業務、教育普及事業等がバ
ランスよく活発に行われており評価できる。

各項目の評価
　◎＝「水準を上回る」…項目の達成度が１１０％以上
　○＝「水準どおり」　…項目が計画どおりに達成
　△＝「水準を下回る」…項目の達成度が概ね９０％未満
総合評価については各項目の状況から総合的に判断した３段階評価
　「S」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
　「A」…管理運営が良好であった施設
　「B」…一部において良好ではない点が認められた施設

［評価基準］



平成２２年９月２１日
東京都生活文化局

　　東京都写真美術館

　　財団法人　東京都歴史文化財団グループ

　　平成２１年度

◎
・多彩な企画と効果的な広報展開で、館としての「存在感」
をアピールするともに地域連携などにも取り組み、定性目標
を達成した。
・定量目標としての観覧者数は目標を上回っている。

管理の実施状況 ○

財務の状況 ○

事業の実施状況 ◎

運営の実施状況 ○

特に評価すべき点
・写真・映像文化の歴史的検証と、現代における高度化・多
様化の追跡の成果が、年間を通じてバランス良く、しかも同
時的に編成・提示されており、高く評価できる。

改善が望まれる点 ・東京都への報告・連絡調整の徹底が求められる。

今後取組むべき点

・保存科学などの基礎研究の成果を、全国の施設で共有で
きる仕組みづくりを期待したい。
・収蔵品の適切な保存管理のため、収蔵庫不足の問題は都
と十分に協議すべきである。
・質の高い事業活動を継続できるよう人材育成を図るとと
もに、設置者である東京都と連携し体制確保に努めること
が望まれる。

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

特記事項

・施設の維持管理、関係機関との連絡調整・連携、外部評
価などの業務の品質管理は適切に行われている。
・東京都への事前協議が実施されなかった事例があった。
・収支ともに予算どおりに執行されている。

事
業
効
果

・どの展覧会も、ベテランから若手まで各出品作家の持ち味
を上手く引き出しており、見ごたえがあり、高く評価でき
る。
・日常の調査研究や保存科学研究の蓄積が、収蔵品の管理や
展覧会に成果となって十分に現れており、ワークショップや
スクールプログラムが大変充実している。

各項目の評価
　◎＝「水準を上回る」…項目の達成度が１１０％以上
　○＝「水準どおり」　…項目が計画どおりに達成
　△＝「水準を下回る」…項目の達成度が概ね９０％未満
総合評価については各項目の状況から総合的に判断した３段階評価
　「S」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
　「A」…管理運営が良好であった施設
　「B」…一部において良好ではない点が認められた施設

［評価基準］

東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者管理運営状況評価

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

Ｓ

評価対象施設

指定管理者

評価対象年度



平成２２年９月２１日
東京都生活文化局

　　東京都現代美術館

　　財団法人　東京都歴史文化財団グループ

　　平成２１年度

◎

・基本方針に沿って現代美術の枠を超えた多彩な事業を展開
し、「生み出す美術館」「発信する美術館」としての存在を
確立した。
・定量目標の観覧者数、自主事業参加者、若手作家支援数と
も十分目標に達した。

管理の実施状況 ○

財務の状況 ○

事業の実施状況 ○

運営の実施状況 ◎

特に評価すべき点

・同時開催の複数の展覧会がうまく響き合っていること、
音響作品、アニメやマンガ、ファッションへと活動の幅を
広げたことにより、施設全体の空間的一体化、活性化が生
まれている。

改善が望まれる点 特になし

今後取組むべき点

・収蔵品の適切な保存管理のため、収蔵庫不足の問題は都と
十分に協議すべきである。
・今年度減少した民間助成金等の外部資金については、復活
に努めるべきである。
・質の高い事業活動を継続できるよう人材育成を図るととも
に、設置者である東京都と連携し体制確保に努めることが望
まれる。

東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者管理運営状況評価

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

Ｓ

評価対象施設

指定管理者

評価対象年度

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

特記事項

・日常的なメンテナンスを含め、適切な維持管理が行われ
ている。
・財務状況については、民間助成金等の収入がやや減少し
たものの、収入全体の増加とコスト削減に対する努力は評
価できる。

事
業
効
果

・従来の現代美術の枠を超えた企画展を実施し、常設展に
もテーマ設定等を導入するなど、新規観覧者層を掘り起こ
した。
・新たな広報手法への取組みやレストラン、ショップのリ
ニューアルの成果が十分に現れた。

各項目の評価
　◎＝「水準を上回る」…項目の達成度が１１０％以上
　○＝「水準どおり」　…項目が計画どおりに達成
　△＝「水準を下回る」…項目の達成度が概ね９０％未満
総合評価については各項目の状況から総合的に判断した３段階評価
　「S」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
　「A」…管理運営が良好であった施設
　「B」…一部において良好ではない点が認められた施設

［評価基準］



平成２２年９月２１日
東京都生活文化局

　　東京都美術館

　　財団法人　東京都歴史文化財団

　　平成２１年度

◎
・定性目標であるリニューアル後の事業展開にむけての取
組みを十分に実施した。
・定量目標の観覧者数及び施設稼働率は、おおむね目標を
達成している。

管理の実施状況 ○

財務の状況 ○

事業の実施状況 ○

運営の実施状況 ○

特に評価すべき点
・老朽化した施設において入場者数が多い展覧会を実施し、
事故なく運営していることは、十分に評価に値する。

改善が望まれる点 特になし

今後取組むべき点

・リニューアル後の事業については、マーケティングの実
施などにより、戦略的に展開すべきである。
・今後もリニューアルに向けた準備作業を適切に進め、自
主事業展開に向けて、専門人材の確保及び育成が必要であ
る。

東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者管理運営状況評価

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

Ａ

評価対象施設

指定管理者

評価対象年度

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

特記事項

・老朽化した施設であるが、設備の十分なメンテナンスと
きめ細やかな危機管理体制や来館者対応により、適切な施
設管理を実施した。
・収入の減をコスト削減によってバランスをとった。

事
業
効
果

・公募展については、幅広い分野の美術団体に展示の場を提
供し、展示室稼働率100％を維持した。
・共催展については、海外からの著名コレクション等による
展覧会だけでなく、内容の満足度、注目度の高い展覧会も実
施した。
・ボランティアの協力のもと実施している障害者鑑賞会は、
参加者からも高い評価を得ており、今後も継続すべきであ
る。

各項目の評価
　◎＝「水準を上回る」…項目の達成度が１１０％以上
　○＝「水準どおり」　…項目が計画どおりに達成
　△＝「水準を下回る」…項目の達成度が概ね９０％未満
総合評価については各項目の状況から総合的に判断した３段階評価
　「S」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
　「A」…管理運営が良好であった施設
　「B」…一部において良好ではない点が認められた施設

［評価基準］



平成２２年９月２１日
東京都生活文化局

　　東京文化会館

　　財団法人　東京都歴史文化財団グループ

　　平成２１年度

○
・適切な施設維持管理、貸出の弾力的サービス、多彩な事業
実施などにより顧客満足度も高く、定性目標は達成してい
る。
・定量目標である稼働率は、ほぼ目標を達成している。

管理の実施状況 ○

財務の状況 ○

事業の実施状況 ○

運営の実施状況 ○

特に評価すべき点

・平成21年度から共同事業体による運営が始まったが、顧客
満足度が大きく改善されるなど良い評価につながっている。
今後とも各社の専門性を活かした管理運営を進めて頂きた
い。

改善が望まれる点 特になし

今後取組むべき点

・日本を代表するホールとして、全国の参考になるような魅
力的な自主事業を期待したい。
・これまで築き上げてきたステータスを維持しつつ、新たな
顧客の獲得や音楽界をリードする取組みが更に求められてい
る。そのためにも専門人材の確保・育成に一層努める必要が
ある。

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

特記事項

・施設の維持管理、関係機関との連絡調整、外部評価など
の業務品質管理は適切に行われている。
・地域との連携として、上野地区施設の無料入場等の文化
イベントへの参加などを実施している。
・財務状況はほぼ予算どおりの収支状況であり、事業費の
削減は評価すべきである。

事
業
効
果

・高い稼働率だけでなく、一流ホールとしてのステータスを
維持するため、専門家による利用者選考分科会を設置して質
の高い公演を選定している点は評価でき、入場者の満足度の
高さにつながっている。
・大ホールはもとより、小ホール利用の希望者が多いこと
は、文化会館のステータス、設備、サービスの賜物である。
・共同事業体との連携の効果により、レセプショニストに対
する満足度について、極めて高い評価をうけている。

各項目の評価
　◎＝「水準を上回る」…項目の達成度が１１０％以上
　○＝「水準どおり」　…項目が計画どおりに達成
　△＝「水準を下回る」…項目の達成度が概ね９０％未満
総合評価については各項目の状況から総合的に判断した３段階評価
　「Ｓ」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
　「Ａ」…管理運営が良好であった施設
　「Ｂ」…一部において良好ではない点が認められた施設

［評価基準］

東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者管理運営状況評価

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

Ａ

評価対象施設

指定管理者

評価対象年度



平成２２年９月２１日
東京都生活文化局

　　東京芸術劇場

　　財団法人　東京都歴史文化財団

　　平成２１年度

◎
・定性目標については、芸術監督の就任及び質の高い自主事業
公演により、「文化の創造・発信拠点としての劇場のステータ
ス向上」を達成できた。
・定量目標は大ホールを除き、稼働率の目標を達成している。

管理の実施状況 △

財務の状況 ○

事業の実施状況 ○

運営の実施状況 ○

特に評価すべき点

・芸術監督の就任、助成金の確保の上、これまでにない
様々な自主事業公演の実施は、「文化の創造発信拠点」と
しての役割を担う施設としての存在感を強く打ち出すこと
が出来た。

改善が望まれる点
・危機管理体制及び情報管理体制については、早急に改善
策を講じ、指定管理者としての管理責任を十分に果すべき
である。

今後取組むべき点

・子供向け事業を含め、事業提携先の交響楽団と連携した
魅力あるプログラムの開発など、大ホールを活用した音楽
事業の充実が望まれる。
・自主企画をさらに充実させていくためには、職員の確
保・育成など体制づくりを確立する必要がある。

東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者管理運営状況評価

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

A

評価対象施設

指定管理者

評価対象年度

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

特記事項

・チケットサービスサイトのウィルス感染への対応や、パ
イプオルガンの管理において、不十分な点があった。
・財務状況については、全体的に収支が予算どおりであ
る。民間助成金は減少したがその他の外部資金を積極的に
活用している。

事
業
効
果

・芸術監督就任後、演劇を中心に積極的な自主事業を展開
し、創造・発信拠点としての館の存在をアピールできた。

各項目の評価
　◎＝「水準を上回る」…項目の達成度が１１０％以上
　○＝「水準どおり」　…項目が計画どおりに達成
　△＝「水準を下回る」…項目の達成度が概ね９０％未満
総合評価については各項目の状況から総合的に判断した３段階評価
　「Ｓ」…管理運営が優良であり、特筆すべき実績・成果が認められた施設
　「Ａ」…管理運営が良好であった施設
　「Ｂ」…一部において良好ではない点が認められた施設

［評価基準］


