
平成２５年９月１８日 

生 活 文 化 局 

平成２４年度指定管理者管理運営状況評価結果について 

（文化施設６件） 

 東京都では、指定管理者制度を導入した公の施設の管理運営状況について、第三者の視点を含めた評

価を実施しています。 

 このたび、平成２４年度の評価結果がまとまりましたので、お知らせいたします。 

 

１ 評価の目的 

  評価は、管理の履行状況、安全管理、法令順守、サービスの利用状況といった観点から指定管理者

の業務実施状況等を評価し、その結果を今後の施設管理運営に反映していくことで都民サービスの向

上を図っていくことを目的としています。 

 

２ 評価の方法 

指定管理者の年間を通じた施設の管理運営状況について、毎年度終了後、生活文化局が一次評価を

行い、外部委員を含む評価委員会の評価を経て、最終的な評価を決定します。 

 

３ 評価の概要 

 （１）評価基準（３段階） 

総合評価 内容 

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 管理運営の一部において良好ではない点が認められた施設 

  評価の観点については別紙１のとおり 

 

 （２）評価委員会名及び委員構成 

評価委員会 対象施設 委員構成 

東京都江戸東

京博物館外５

施設指定管理

者評価委員会 

東京都江戸東京

博物館 等 

６施設 

外部委員６名(文化事業関係者１名、美術館・博物館関係者１名、

ホール関係者２名、学識経験者 1 名、公認会計士 1 名) 

内部委員１名(東京都職員) 

 

（３）評価結果 

 Ｓ Ａ Ｂ 計 

東京都江戸東京博

物館外５施設指定

管理者評価委員会 

３ 施設  ３ 施設 ０ 施設  ６ 施設 

  各施設の評価は別紙３のとおり 

[問い合わせ先] 

生活文化局文化振興部企画調整課 高橋・村田 

電話 ０３－５３８８－３１４６ 内線２９－４３０ 



別紙１ 

 

評価の観点 

項目 細項目 内容 

管理の実施状況 

○施設設備その他の管理は適切に行われているか 

・施設の安全性や快適性は確保されているか 

・組織体制は事業計画どおりか 

・事業、運営及び管理について自己評価システムが確立

されているか 

など 
管理状況 

財務の状況 

○適切な財務運営が行われているか 

・事業計画どおりの収支状況となっているか 

  など 

事業の実施状況 

○効果的な事業内容か 

・資料や作品等の管理は都の定める方針及び要領に従っ

て適切に実施されているか 

・調査研究や展覧会等は館の設置目的に沿った効果的な

内容か 

・館の設置目的に沿った戦略的かつ効果的な貸館が行わ

れているか 

  など 

事業効果 

運営の実施状況 

○適切な施設運営が行われているか 

・休館日や開館時間は条例や規則に従っているか 

・広報は館の設置目的に沿った効果的な内容か 

・館内サービスは適切に提供されているか 

  など 

方針と目標

の達成状況 
 

○事業計画の基本方針に従い、目標を達成しているか 

・館の管理、事業及び運営は事業計画の基本方針に沿っ

て実施されているか 

・定性目標、定量目標は達成されているか 

など 



別紙２ 

 

評価委員会委員名簿 

 

評価委員会名 委員氏名 役職名 

荻原 康子 公益社団法人企業メセナ協議会 

事務局長/プログラム・ディレクター/

副主幹研究員 

田村 孝子 静岡県コンベンションアーツセンター 

グランシップ 館長 

津村 卓 財団法人地域創造プロデューサー/ 

北九州芸術劇場館長 

松本 透 東京国立近代美術館 副館長 

水嶋 英治 筑波大学情報学群知識情報・図書館学類

知識情報システム主専攻教授 

野崎 一彦 公認会計士/ 

日本公認会計士協会東京会 監事 

東京都江戸東京博物館外

５施設指定管理者評価委

員会 

濵田 良廣 東京都生活文化局 

文化施設改革担当部長 

 



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 ○

○
・観覧者数は、本館・分館共に目標に達しなかったもの
の、江戸東京学の研究センターとして存在感を示し「学
び・楽しめる博物館」としての創意工夫の努力がみられ
る。

［評価基準］

特に評価すべき点
・「川村清雄展」は優秀カタログ賞を受賞するなど、職
員、スタッフ、学芸員の実力が着実についている。

改善が望まれる点
・個人情報に係る事故等については、改めて適切な取り扱
いを徹底し、再発防止に万全を期すべきである。

今後取組むべき点
・特別展については、大都市としての普遍性・国際性・先
駆性などに焦点を当てた企画も期待したい。

別紙３

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（二次評価）

評価対象施設

所在地

　　東京都江戸東京博物館

評価内容

A

　　東京都墨田区横網１-４-１（分館　東京都小金井市桜町３-７-１）

　　平成２４年度

　　平成21年4月1日～平成2９年3月31日

　　公益財団法人　東京都歴史文化財団グループ

特記事項

・個人情報の流出事故があり、再発防止が望まれる。
・施設の維持管理、関係機関との連絡調整、業務の品質管
理などは適切に行われている。
・財務状況については、震災による特別展の中止などによ
り、自主事業収入が減少したが、国庫補助金が前年より増
加した。

事
業
効
果

・リピーターを増やす上で重要となる常設展示について、
専門性を活かした見応えのある企画を実施した。
・定量目標は達成しなかったものの「ザ・タワー」「日本
橋」「川村清雄」展など独自で多彩なラインナップの特別
展であった。
・えどはくカルチャーをはじめ、ミュージアムトークやボ
ランティア等の教育普及活動は充実したプログラムであ
り、意欲的に取り組んでいる。

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

指定管理期間

指定管理者

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

総合評価
(二次評価）

項目

評価対象年度



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 ◎

◎
・海外での展覧会開催や英語版広報の充実など、運営コン
セプト「発信、写美から世界へ」を実現している。
・観覧者数は目標を上回った。

特に評価すべき点
・展覧会で取り上げた作家の中から、各種写真賞の受賞者
を出し、実験劇場では独自性の高い上映会を行うなど、写
真専門美術館としての存在感を内外に示した。

改善が望まれる点 ・特に無し。

今後取組むべき点
・中長期的な展望を見据え、新たな観客層の掘り起こしに
期待したい。

　　東京都写真美術館

　　東京都目黒区三田１-13-３

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

　　平成21年4月1日～平成2９年3月31日

　　公益財団法人　東京都歴史文化財団グループ

指定管理期間

指定管理者

特記事項

・施設の維持管理、関係機関との連絡調整、業務の品質管
理などは適切に行われている。
・財務の状況については、入場料収入及び協賛金収入が増
加した。

事
業
効
果

・日本の写真史で構成した展覧会、若手作家を紹介する自
主企画展など、多彩な展示を組み合わせて紹介し、常に新
たな視点を提供している。
・ホスピタリティの向上に努め、きめ細やかな事業運営に
よって、写真映像文化を振興する中心的役割を果たしてい
る。
・英語のプレスリリースを作成したり、記者懇談会を開催
するなど、意欲的な広報活動及び地道な広報発信は評価に
値する。

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］

別紙３

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（二次評価）

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

Ｓ

評価対象施設

所在地

評価対象年度 　　平成２４年度



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 ○

◎
・「現代」と「美術」を結ぶ「開かれた美術館」という館
の基本方針に沿った多彩な事業展開を図り、常設展及び特
別展ともに観覧者目標を大きく上回った。

特に評価すべき点
・多彩で意欲的な企画展の開催、切り口の鮮明な常設展の
実施、若手作家の創造支援や教育普及活動に積極的に取り
組んでいる。

改善が望まれる点 ・特になし。

今後取組むべき点
・地域との連携を強化しているが、東京に拠点を置く現代
美術館として、国際的な発信をさらに推進することに期待
したい。

別紙３

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（二次評価）

評価対象施設

所在地

　　東京都現代美術館

評価内容

Ｓ

　　東京都江東区三好4-1-1

　　平成２４年度

　　平成21年4月1日～平成2９年3月31日

　　公益財団法人　東京都歴史文化財団グループ

特記事項

・施設の維持管理、業務の品質管理などは適切に行われて
いる。
・財務状況については、入場料収入及び共催事業収益が増
加した。

事
業
効
果

・日本の戦後美術を検証する常設展示、若手作家の紹介、
ファションや音楽に関する企画など、現代の多彩な表現を
紹介するバランスの良い展示編成で、現代美術のファン層
獲得に貢献している。
・「特撮博物館」展は、集客や話題性の双方で大きな成果
を上げた。
・教育普及活動については、子ども向けや学校との連携に
よる活動が目標を大きく上回る達成率となっており、プロ
グラムの周知と定着がうかがえる。

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］

指定管理期間

指定管理者

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

総合評価
(二次評価）

項目

評価対象年度



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 ○

◎
・特別展、公募展、アート・コミュニケーション事業にお
いて、館が方針として掲げた「アートへの入口」という役
割を十分に果たした。

特に評価すべき点
・アート・コミュニケーション事業は、美術館をコミュニ
ケーションの場と捉える新しい取組であり、評価に値す
る。

改善が望まれる点
・個人情報に係る事故等については、改めて適切な取り扱
いを徹底し、再発防止に万全を期すべきである。

今後取組むべき点
・公募団体ベストセレクション展などの連携展について
は、館の独自性を打ち出すことが期待できるが、運営面の
強化や取組の工夫が望まれる。

別紙３

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（二次評価）

評価対象施設

所在地

　　東京都美術館

評価内容

A

　   東京都台東区上野公園8-36

　　平成２４年度

      平成21年4月1日～平成2９年3月31日

　　公益財団法人　東京都歴史文化財団

特記事項

・個人情報の流出事故があり、再発防止が望まれる。
・予想以上の大人数の動員にも関わらず、展覧会を無事に
管理・運営した点は評価できる。
・財務状況については、収支のバランスは確保されてい
る。

事
業
効
果

・リニューアル初年度に、特別展「マウリッツハイス」を
はじめ、目標を大きく上回る観覧者を記録したことは評価
できる。
・東京藝大と連携した「とびらプロジェクト」により、多
彩な教育普及プログラムを展開した。
・美術館利用者との交流・コミュニケーションを重視した
運営に積極的に取り組んでいる。

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］

指定管理期間

指定管理者

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

総合評価
(二次評価）

項目

評価対象年度



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 ○

○

・水準の高い公演の誘致を継続するとともに、意欲的な自
主事業の展開で、創造事業や普及活動に注力し成果をあげ
ている。
・施設やスタッフへの信頼が、高い稼働率の維持や上質な
公演の提供を可能にしている。

特に評価すべき点

・老朽化した施設をスタッフの努力もあり事故なく運営し
ている。
・日本のオペラ、音楽分野の拠点として高い信用を築いて
きたことは特に評価できる。

改善が望まれる点 ・特に無し。

今後取組むべき点
・東京に立地するホールの強みを活かした運営、自主公演
事業等のさらなる充実に期待したい。

　   東京都台東区上野公園５-45

　　平成２４年度

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

      平成21年4月1日～平成2９年3月31日

　　公益財団法人　東京都歴史文化財団グループ

指定管理期間

指定管理者

特記事項

・高い稼働率のなかで安全・安心に十分な配慮を施して施
設管理を行っている。
・財務状況については、自主事業収入の増加と費用の削減
等によって収支のバランスが確保されている。

事
業
効
果

・長年にわたるホールの運営実績をもって、国内外の芸術
団体との良好な関係を構築しており、水準の高いバレエ、
オペラ、コンサートなどの来日公演が実現している。
・若手音楽家の発掘・育成支援として実施している「東京
音楽コンクール」や優勝者コンサートなどが充実した内容
で高い評価を得ている。
・自主事業の入場者数、ホール稼働率は目標値を達成し、
高い成果をあげている。

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］

別紙３

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（二次評価）

総合評価
(二次評価）

項目 評価内容

Ａ

評価対象施設

所在地

評価対象年度

　　東京文化会館



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 ○

◎
・良質な舞台芸術と音楽事業、地域連携と国際化に向けた
展開がバランスよく図られており、年度途中の再オープン
という難しい運営のなか、方針と目標を達成したことは評
価に値する。

特に評価すべき点
・施設の大規模改修と意欲的な事業展開で、リニューアル
オープンの成功を強く印象づけた。

改善が望まれる点
・大ホールに関して、稼働率の課題とともに、パイプオル
ガンの利用企画について一考することを望みたい。

今後取組むべき点
・アーティストの９割以上が集う東京に存する劇場とし
て、全国の公立劇場のリーダーシップ的な役割を期待した
い。

別紙３

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（二次評価）

評価対象施設

所在地 　   東京都豊島区西池袋１-８-１

評価内容

Ｓ

　　東京芸術劇場

　　平成２４年度

　　平成21年4月1日～平成2９年3月31日

　　公益財団法人　東京都歴史文化財団

 特記事項

・限られた時間の中でリニューアルオープンの準備を進
め、オープン後も施設の安心・安全に配慮した運営がなさ
れている。
・財務状況については、国庫補助金等の外部資金の活用等
が積極的に行われた。

事
業
効
果

・休館中も恒常的な情報発信や地域及び国外での事業を行
い、リニューアルオープンへの期待度を高めており、オー
プン後の来場者の満足度も高い。
・野田芸術監督の企画・監修による話題性ある公演の実
施、多彩な自主事業・共催提携事業の取組、若手劇作家・
演出家の作品紹介など、舞台芸術の創造・発信拠点として
の存在感を一層確かなものとした。

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］

指定管理期間

指定管理者

方針と目標の達成状況

管
理
状
況

総合評価
(二次評価）

項目

評価対象年度
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