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第１ 事業評価の目的 

 

新宿区は、区民の文化的活動等の場を提供し、文化の向上及び福祉の増進を図るため

の施設として「四谷区民ホール」「牛込箪笥区民ホール」「角筈区民ホール」を運営して

います。 

区では新宿区立区民ホールの管理運営について、平成１８年度から指定管理者制度を

導入し、公募により指定管理者に選定された「株式会社 共立」が、第１期（平成１８

年度から平成２０年度までの期間）及び第２期（平成２１年度から平成２５年度までの

期間）の管理運営業務を行いました。平成２６年度からの第３期も公募により「株式会

社 共立」が選定され、引き続き管理運営業務を行っています。 

第３期の指定期間は平成２６年度から平成３０年度までの５年間となり、指定管理者

が行う管理運営業務の具体的な内容は、区と指定管理者が締結する協定書やこれに付随

する仕様書、指定管理者が作成した事業計画書で定められています。 

区では、指定管理者の管理運営業務が協定書の定めに従い適正に行われたか、また、

施設の設置目的に沿って運営され、施設利用者へのサービスの向上がなされたかを検証

するため、毎年度終了後指定管理者の管理業務に係る事業評価を実施しています。 

事業評価は、公正を期すために第三者の目でチェックを行い、評価結果については、

今後の管理運営業務に反映させ、よりよいサービスを提供するため、指定管理者にも通

知します。 
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第２ 評価の概要 

 

評価は、「新宿区立区民ホールの指定管理者の管理業務に係わる事業評価に関する要

綱」に基づき行いました。 

 

１ 評価者 

新宿区立区民ホール指定管理者評価委員会 

 

２ 評価委員会の構成 

５名（外部委員３名、内部委員２名） 

所属・役職 氏名 備考 

特定認定非営利活動法人 

まちぽっと 理事 
伊藤 久雄 

 

公認会計士 大塚 宏 
 

日本体育大学 体育学部 教授 上田 幸夫  

地域文化部 産業振興課長 太田 公一 委員長（互選による） 

健康部 落合保健センター所長 松浦 美紀  

３ 評価期間 

 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

４ 評価委員会の内容 

（１） 日時  平成２７年７月１５日(水) ９時００分～１１時３０分 

（２） 会場  牛込箪笥区民ホール 

（３） 内容 

ア 施設視察 

イ 指定管理者の評価について 

 （指定管理者事業説明、質疑応答及び各委員項目評価） 

ウ 指定管理者の事業評価まとめ 

エ 評価報告書について 

 

５ 評価項目 

（１）施設の運営に関すること 

（２）利用に関すること 

（３）施設・設備の管理に関すること 

（４）管理運営経費に関すること 
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６ 評価対象 

（１）平成２６年度事業実施状況報告書 

（２）事業計画書 

（３）指定管理者からの説明及び質疑応答 

 

７ 評価方法 

（１）評価手法 

 指定管理者からの事業報告及び質疑応答を経て、各委員が評価項目ごとに個別評価及

び総合評価を行いました。その後、意見交換を行い、各委員の総合評価の平均値により

全体評価を決定しました。 

（２）評価基準 

 評価は、次のとおり４段階評価で行いました。 

４： 優良 

３： 良 

２： 妥当（必要事項はクリア） 

１：  課題あり 
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第３ 施設の概要 

１ 指定管理者 

 株式会社 共立 

 

２ 指定管理期間 

  Ⅰ期 平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日（３年間） 

  Ⅱ期 平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日（５年間） 

  Ⅲ期 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日（５年間） 

  

３ 施設内容 

施設の名称 四谷区民ホール 

所在地 新宿区内藤町８７番地 

建物の概要 

 

・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上１３階・地下２階 

・敷地面積    ２，３１５．８９㎡ 

・建築面積    １，８５１．７２㎡ 

・建築延面積  １７，８２８．９４㎡ 

・開設日    平成９年４月１日 

ホール関係専用床面積   ２,４２２㎡（施設全体の専用床面積６，７４５㎡） 

（専用部分の面積比３５．９％） 

ホール関係専用面積の

内訳及び席数（定員） 

 

・区民ホール等 ９階 ２，２５１㎡、３３２席＋車椅子席２席 

   １０階        １１８席＋親子室５席 

・楽屋     ８階 ３４㎡、１１席 

   ８階 ２４㎡、３席 

     ８階 ３３㎡、７席 

・リハーサル室 ８階 ５９㎡ 

・区民ﾎｰﾙ事務室 ８階 ２１㎡ 

開館時間等 受付時間 午前８時３０分～午後７時 

ホール利用時間 午前９時～午後９時４５分 

休館日 ５・８・１１・２月の第三日曜日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

 

施設の名称 牛込箪笥区民ホール 

所在地 新宿区箪笥町１５番地 

建物の概要 

 

・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上５階・地下２階 

・敷地面積   １，４５０．７１㎡ 

・建築面積   １，０９４．３０㎡ 

・建築延面積  ５，４７８．９２㎡ 

・開館日    平成３年１２月２１日 
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ホール関係専用床面積    １,５２８㎡（施設全体の専用床面積４，０４８㎡） 

（専用部分の面積比３７．７％） 

ホール関係専用面積の

内訳及び席数（定員） 

 

・区民ホール   ２・３階 １，０４９㎡、 

         電動椅子 ２４２席、手並べ椅子１５０席 

・楽屋        ３階    ２１㎡、４席 

           ３階    ３３㎡、７席 

・調整室及び休憩室等 ３階   ４１２㎡ 

・区民ホール事務室  １階    １３㎡ 

開館時間等 受付時間 午前８時３０分～午後７時 

ホール利用時間 午前９時～午後９時４５分 

休館日 ５・８・１１・２月の第二日曜日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  

施設の名称 角筈区民ホール 

所在地 新宿区西新宿四丁目３３番７号 

建物の概要 

 

・建築構造    鉄筋コンクリート造 地上８階・地下２階 

・敷地面積      ７３１．８３㎡ 

・建築面積      ６４８．７１㎡ 

・建築延面積   ５，１４６．１２㎡ 

・開館日     平成元年９月５日 

ホール関係専用床面積    １，０２３㎡（施設全体の専用床面積３，７２４㎡） 

（専用部分の面積比 ２７．５％） 

ホール関係専用面積の

内訳及び席数（定員） 

 

・区民ホール  ３・４階 ９０９㎡、２３６席＋車いす席２席 

・楽屋       ２階  ２６㎡、８席＋化粧前５席 

       ２階  ２６㎡、８席＋化粧前５席 

・倉庫       ２階  ２２㎡ 

・区民ホール事務室 ２階  ４０㎡ 

開館時間等 受付時間 午前８時３０分～午後７時 

ホール利用時間 午前９時～午後９時４５分 

休館日 ５・８・１１・２月の第四日曜日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

４ 管理運営業務 

（１）利用の承認等に係る業務 

（２）利用料金の徴収・減免等に係る業務 

（３）施設等の管理に係る業務 

（４）設備の維持管理に係る業務 

（５）新宿区への連絡、調整等に係る業務 

（６）災害時等における避難施設（帰宅困難者一時滞在施設）としての業務 

（７）その他の業務等 
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第４ 評価結果 

評価委員による全体評価 

 

（１）各評価委員の個別評価は、優良が「４」で、良が「３」、妥当(必要事項はクリア)

が「２」、課題ありが「１」となります。 

（２）全体評価は各評価委員による「施設総合評価」の平均値により次のとおりとします。 

  総合評価の平均値が、 

    ３．５以上の場合     ：４（優良） 

    ２．５以上３．５未満の場合：３（良） 

    １．５以上２．５未満の場合：２（妥当【必要事項はクリア】） 

    １．０以上１．５未満の場合：１（課題あり） 
 

 

（注）新宿区立区民ホールについては、他の施設と異なり、自主事業（指定管理者が自ら

利用促進やサービス向上のため企画・提案した事業を行う。）を行っていません。 
  （区民ホールは貸館業務を本事業とし、区民ホールで行っている自主事業は、利用が確定し

た方に対する看板作製等の付加サービスとなります。新たな区民ホール利用者を獲得するた

めの自主事業は行っていません。） 
   そのため「５ 事業に関すること」は、「１ 施設の運営に関すること～４ 管理運

営経費に関すること」と内容が重複するため、評価対象項目から除外しています。 

 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均 

個

別

評

価 

１ 施設の運営に関すること ４ ３ ３ ３ ３ 16 3.2 

２ 利用に関すること ３ ４ ３ ３ ３ 16 3.2 

３ 施設・設備の管理に関すること ４ ３ ３ ２ ３ 15 3.0 

４ 管理運営経費に関すること ３ ３ ３ ２ ３ 14 2.8 

５ 事業に関すること(注)        

総合評価 ４ ３ ３ ３ ３ 16 3.2 

全体評価 ３（良） 
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 １ 各項目に対する個別評価 

（１）施設の運営に関わること 

施設の運営をする上で重要な「利用率・稼働率」「職員体制・教育」「緊急時の対

応」「区との連絡調整」等について評価しました。 

   

  〔評価結果〕（平均３.２点） 

  ・全体的に適正に運営されており、利用率・稼働率の目標達成に向けて努力してい

る点は高く評価できます。 

  ・職員に対するきめ細かい研修の実施や巡回スタッフの配置などの取り組みは、豊

かな経験を生かした運営であると評価できます。 

 

 

（２）利用に関すること 

「利用手続き」「利用者サービスの向上」「利用者への対応・接客」「利用者要望

の把握・対応」等利用者に配慮したサービスが適切に行われているかについて評価

しました。 

 

  〔評価結果〕（平均３.２点） 

   ・利用者アンケートによると利用者の満足度が高く、利用者へのサービスは適正に

行われていると評価できます。 

   ・郵送によるアンケート回収やホームページ上での催事の掲載等、利用者サービス

向上のための工夫が認められます。 

 

 

（３）施設・設備の管理に関すること 

施設や設備の管理をする上で重要な「施設・設備管理」「備品管理」「省エネルギ

ーへの取組」等について評価しました。 

 

  〔評価結果〕（平均３.０点） 

・建物・設備の管理については、協定に定められた内容を適正に行っており、安全

な舞台管理がなされていると認められます。 

・施設の構造上、指定管理者の判断だけでは処理できない要望に対しても、区と調

整しながら適切に実施されていると判断できます。 
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（４）管理運営経費に関すること 

管理運営に係る経費について、適正な会計管理を行っているか、また目標とする

利用収入・収益率の達成について評価しました。 

 

 〔評価結果〕（平均２.８点） 

・全体として計画や仕様書の水準は満たしており、適正に管理されていると判断で

きます。 

・特に、事務費などの支出を抑え経費削減に努めている点やホームページを活用し

利用率を高める努力をしている点について評価できます。 

 

 

 

２ 全体評価 （総合評価平均３．２点） 

  総合的に判断して、施設の管理運営業務は良好に行われたと認められます。 

職員への細やかな教育・研修やホームページの掲載内容を詳細にするなど、利用者の

満足度を上げるための取組みは高く評価できます。 

３ホールともに複合施設であり、利用者の要望を実現するには区との連携が欠かせな

いため、今後も区との連絡・調整を図りながら、利用率向上に向けた工夫が行われるこ

とを期待します。 
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新宿区立区民ホールの指定管理者の管理業務に 

係わる事業評価に関する要綱   

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、新宿区立区民ホールの指定管理者が実施した管理業務に係る事業

を評価するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（評価委員会の設置） 

第 2 条 区長は、指定管理者が行う新宿区立区民ホールに関する評価(以下「評価」と

いう。)を行うため、新宿区立区民ホール指定管理者評価委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

２ 委員会は年度ごとに設置し、前項の評価の終了をもって廃止する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者につき、区長が委嘱し、又は任命する委員 5

名をもって組織する。 

 (1) 外部有識者 ３名 

(2) 内部委員  ２名 

２ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

４ 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職

務を代理する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日又は任命した日から評価の終了の日までとする。 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、地域文化部長が招集する。 

２ 委員会は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

（評価） 

第６条 委員会は、指定管理者が提出した事業実施報告書その他委員会が必要と認める

書類について、別に定める評価の基準により、評価を行なうものとする。 

２ 前項の評価の内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

(1) 施設の管理業務に関すること 

(2) 施設の運営方法に関すること 

(3) 管理経費の収支状況に関すること 

(4) その他委員会が必要と認める事項 

３ 委員会は、第１項の評価を行なう際、必要に応じて、当該指定管理者から聞き取り

調査等をすることができる。 

（委員会の庶務） 

参考資料 １ 
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第７条 委員会の庶務は、地域文化部生涯学習コミュニティ課が処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則（平成１９年３月２７日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年４月１日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年５月１５日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２０年５月１５日から施行する。 

 

附 則（平成２０年９月５日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２０年９月５日から施行する。 

 

附 則（平成２１年５月２１日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２１年５月２１日から施行する。 

 

 



                                  参考資料 ２ 
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施設の利用・収支状況 

 

（１）利用状況 

 

 平成 25年度 平成 26年度 利用率 

増(△)減 件数 利用率 件数 利用率 

四谷区民ホール ７３９ ７９．９％ ７７７ ８１．８％  １．９ 

牛込箪笥 

区民ホール 
６３６ ７０．１％ ６０４ ７２．７％ ２．６ 

角筈区民ホール ６１６ ６８．２％ ６３１ ６８．０％ △０．２ 

３館平均  ７２．８％  ７４．３％ １．５ 

   ※工事等の影響により利用可能件数が年度毎に変動するため、件数と利用率 

は必ずしも比例しない。 

 

 

（２）収支状況 

収入  ２０１，８９５，８００円 

支出  ２０１，２７０，２０５円 

差額      ６２５，５９５円 

 

 

（３）利用料金収入状況 

 平成 25年度 平成 26年度 増(△)減 

四谷区民ホール 44,246,270 47,415,650 7.16％ 

牛込箪笥区民ホール 25,609,870 22,422,890 △12.44％ 

角筈区民ホール 22,151,540 22,114,210 △0.17％ 

３館合計 92,007,680 91,952,750 △0.06％ 



参考資料 ３

（収入の部）

（支出の部）

常勤スタッフ人件費

修繕費

舞台設備定期保守

ピアノ保守

運営管理費

通信費

印刷製本費

事務費

広報費

保険料ほか

維持管理費負担金

光熱水費負担金

-752,000 円 9,643 円 761,643 円

2,500,000 円 1,997,570 円 -502,430 円

1,748,000 円 1,381,618 円 -366,382 円

752,000 円 615,952 円 -136,048 円

0 円 625,595 円 625,595 円

32,302,000

主な内容

事　　務　　費

負　　担　　金

光　熱　水　費

人　　件　　費

管　　理　　費

合　　　　計

 199,898,230 円 -109,770 円

２６年度予算額

（消費税含む）

２６年度決算額 差額
項　　　　目

200,008,000 円

備　　　　考
（消費税含む） （消費税含む）

円200,760,000 199,888,587 -871,413円円

66,281,000 66,281,000福利厚生費・退職引
当金等含む

16,960,000 16,225,667

円

-734,333

円

円

0

0

円

円

0

4,854,000 4,716,920 -137,080

32,302,000

-3,276,250 円

円円

-3,087,790

円 -3,973,110

 

平成２６年度決算

円

（消費税含む）（消費税含む）

104,779,000

円 3,784,650 円

円

47,415,650

円

円 3,166,480

0円

利用料金
 収　入

牛込箪笥区民ホール

角筈区民ホール

円

26,396,000

25,202,000

合　　　　　計

円

円

円

円

80,363,000

収　支　計　算　書

２６年度予算額 ２６年度決算額 差額
項　　　　　目 備　　　　考

（消費税含む）

22,422,890

利用料金合計

43,631,000

円 22,114,210

四谷区民ホール 円

円

収入－支出（A)

（その他利用者サービスにかかる収支の部）

収入

支出

収入－支出（B)

（A)+（B)

区が支払う経
費

指定管理料

工事補填金

104,779,000

円

円

円

80,363,000円

95,229,000

円

0 円 3,166,480

円

円91,952,750

円

 12
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Ａ．利用状況 １．今回初めて ２．時々利用（年１回程度）

３．よく利用（年４～５回程度） ４．頻繁に利用（月１回以上）

Ｂ．スタッフの対応 １．満足 ２．ほぼ満足 ３．やや不満 ４．不満

Ｃ．施設状況（空調、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ １．満足 ２．ほぼ満足 ３．やや不満 ４．不満
　　　　建物、楽屋、トイレの数）

Ｄ．案内表示 １．満足 ２．ほぼ満足 ３．やや不満 ４．不満

Ｅ．付帯設備の種類 １．満足 ２．ほぼ満足 ３．やや不満 ４．不満

Ｆ．利用器具・機材の数 １．充分 ２．ほぼ充分 ３．やや不充分 ４．不充分

Ｇ．利用手続き １．わかりやすい ２．普通 ３．ややわかりにくい ４．わかりにくい

Ｈ．利用料金（ﾎｰﾙ･附帯料金） １．安い ２．適当 ３．高い

 Ｉ．抽選方法（3館一括） １．わかりやすい ２．普通 ３．ややわかりにくい ４．わかりにくい

Ｊ．支払方法（現金と振込） １．便利 ２．普通 ３．やや不便 ４．不便

◎　回収は共立本社で行います。

ご協力ありがとうございました。
☆アンケートボックスにご投函ください。 指定管理者　株式会社　共立

※やや不満・不満に○を付けられた方は、その理由を具体的に下記にご記入願います
 　また、その他ご意見・ご要望がございましたら、ご記入下さい。

新宿区立区民ホ－ル　　利用者アンケ－ト用紙

　　　　※ 下記番号に○を付けて下さい。

いつも当ホールをご利用いただきありがとうございます。

ホールをご利用いただく皆様に、より信頼され親しまれるホール運営を目指すため

アンケ－トのご協力をお願いいたします、また皆様のご意見・ご要望をお聞かせください。

ホール名　：　四谷　牛込箪笥　角筈　　　※ご利用ホール名に○を付けてください。

◇差し支えなければご利用日をご記入ください。   　　平成　　　年　　　月　　　日 (　　)　　　　　



参考資料　４新宿区立区民ホール　利用者アンケート集計結果

B.スタッフの対応

C.施設状況（空調、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、建物、楽屋、トイレの数）

D.案内表示

E.付帯設備の種類
　1.満足 60%

　4.不充分 0%

　2.ほぼ充分 41%
　3.やや不充分 3%

　1.充分 56%

　2ほぼ満足 13%

　2ほぼ満足 30%

　3.やや不満
　4.不満

55%

　3.やや不満

　2ほぼ満足

　4.不満

36%

F.利用器具・機材の数

　1.今回初めて
　2.時々利用(年1回程度)
　3.よく利用（年4～5回程度）

1%
1%

　4.不満 0%
　3.やや不満 4%

　1.満足

63%

1%

　1.満足 53%
　2ほぼ満足 42%
　3.やや不満 4%

6%
0%

101

14%
　4.不満 1%

■26年度アンケート集計枚数

A.利用状況

枚

　1.満足 85%

　4.頻繁に利用（月1回以上）

31%
31% 

63% 

6% 
0% 

利用状況 

1

2

3

4

85% 

13% 

1% 1% 

スタッフの対応 

1

2

3

4

55% 30% 

14% 

1% 施設状況 

1

2

3

4

53% 42% 

4% 
1% 案内表示 

1

2

3

4

60% 
36% 

4% 
0% 

付帯設備の種類 

1

2

3

4

56% 
41% 

3% 
0% 

利用器具・機材の数 

1

2

3

4
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G.利用手続き

H.利用料金(ホール・附帯料金)

I.抽選方法(3館一括)

J.支払方法(現金と振込)

アンケート集計枚数(ホールごと)

　3.ややわかりにくい 1%
　4.わかりにくい 0%

　1.わかりやすい 51%
　2.普通 48%

　3.高い 2%

　1.安い 40%
　2.適当 58%

　3.ややわかりにくい 2%
　4.わかりにくい 0%

　1.わかりやすい 44%
　2.普通 54%

　3.やや不便 4%
　4.不便 0%

　1.便利 56%
　2.普通 40%

角筈 10

四谷 68
牛込箪笥 23

51% 
48% 

1% 
0% 

利用手続き 

1

2

3

4

40% 

58% 

2% 
利用料金 

1

2

3

56% 
40% 

4% 
0% 

支払方法 

1

2

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

四谷 牛込箪笥 角筈 

集計枚数 

44% 

54% 

2% 
0% 

抽選方法 

1

2

3

4
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ご意見・ご感想 

四
谷 

・お世話になりました。ありがとうございました。 

・荷物の搬入などお世話になりました。今後ともよろしくお願いします。 

・ホールスタッフの方々が親切に対応してくださり、大変助かりました。ありがとうございました。 

・大変満足でした。親しく優しく素晴らしいスタッフの方々に手助けして頂いて素敵なコンサートができました。ありがとうござい

ました。 

・いろいろありがとうございました。 

・お世話になりました。 

・いつもありがとうございます。抽選に当たると本当にいつもホッとします。私達の団体にはぴったりのホールだと思っていま

す。 また次回も当たることを願いつつ・・・よろしくお願いします。 

・いつも丁寧に対応していただき、ありがとうございます。とても使いやすい会場で毎年利用させて頂いています。 

・いつもありがとうございます。今回も滞りなく進行することができました。改めて御礼申し上げます。 

・主催者側として、判断に迷うような時に適当な（多すぎず、少なすぎない）アドバイスをもらい、判断しやすかった。 

・当初は残響が少なめのホールかと思っていたが、反響版を組んで演奏してみると、良いホールだと感じ、使いやすかった。 

・大変お世話になり、ありがとうございました。ご協力頂き円滑に終了することができました。また利用させていただきたいと思

います。 

・今回初めて使用させて頂きました。スタッフの方々が大変ご親切で気持ちよく使用させて頂きました。音響も良く満足できま

した。ありがとうございました。 

・ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。 

・スタッフの対応は大満足です。 

牛
込
箪
笥 

・大変気持ちよく利用させてもらっています。 

・交通のアクセスはよかったと思います。 

・今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

・当日のスタッフの方は親身に対応して下さり、マイクの調整は丁寧でありがたかったです。 

・とても親切に対応頂きました。また今後もよろしくお願いします。 

・スタッフの方々の対応が非常に良かったです。またよろしくお願いします。 

・2年に 1回利用させて頂いており、常に親切な適切な対応をして頂いています。今後とも利用させて頂こうと思っています。 

・大変お世話になりました。講演会は成功でした。 

・知識の無い私達に親切に対応してくださったスタッフの方々に大変感謝しております。本当にお世話になりました。 

・2,3回目の利用ですが、私達のような小さな団体には料金面などでとても利用しやすいホールで、またぜひ利用させて頂き

たいと思います。 

角
筈 

・無事に発表会が終了しました。ありがとうございました。 

・無事に発表会が終了しました。ありがとうございました。 

・スタッフの方々が親切で助かりました 

・今年もありがとうございました。 
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施設面に関する要望 

四
谷 

1.空調の調節が難しく、寒いと言われるお客様がちらほら居た。 

→吹き出し口近くの席に座られていた方からのご意見の可能性があります。 設備の方に連絡を入れ、こまめに調節をお願い

しています。 

2.施設状況として、照明が暗い。故に段差に注意する必要がある。 

→どこの段差のことかが分かりかねますが、照明は最適な明るさとしております。 

3.楽屋より舞台に行く階段が狭く急である。年配者には考慮が必要。 

→構造上の問題で躯体を変えるのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

4.9階のホール入口ドアですが、ストッパーが無くても開いて止まる形態が良いと思いました。 

→元来どおり、ストッパーで止める形で問題はないと考えております。 

牛
込
箪
笥 

5.タイコの音が響いてきて気になった。集会室から？ / コンドルでやっている阿波踊りの音がうるさい！なんとかならないか？ 

→音を遮断するのは聞こえなくするのは建物の構造上の問題で難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

6.客用トイレ、和式が多くて（洋式が少なくて）びっくり！！ 

→和式と洋式はそれぞれ５つずつ設置されており、十分な数であると考えております。 

7.控え室へエレベーターがあると、お年寄りが助かります。 / 楽屋と舞台の階段が大変（エレベーターがあれば良い） 

→構造上の問題で躯体を変えるのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

8.可動式座席の一部に汚れがあったので、きれいになるとなお良い。 / 初めてロールバックチェアを使用したが、椅子、クッシ

ョン部分の破損が 目立った。可能なら修繕された方が良いと思います。 

→特に汚れの目立つ椅子を平成２６年度に修繕していただきました。 

9.ステージ上手袖のロビーへ抜ける扉が閉めて使えない状態になっていますが、下手側のように使えたら使い勝手が良くなり

ます。別の階に備品庫を新たに設けて備品を移動し、舞台袖を広くした方が良いと思います。 / 上手のスペースが確保出来

ればもっと良いのでは 

→構造上の問題で躯体を変えるのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

10.ホリ裏の通路が狭いところで、57センチしかなく不便です。 

→構造上の問題で躯体を変えるのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

11.楽屋の数がもう１つあれば良い。 

→パーテーションなどで仕切って増やすことは可能ですが、楽屋そのものとなると構造上の問題で難しくなっております。 

12.年々幕の開け閉めが重たくなり大変苦労した。なんとか軽くできないでしょうか 

→大黒幕、中割幕のランナーを確認し、注油を行ったことで、動作関係は改善しました。 

角
筈 

13.ホールから楽屋を行き来するのがつらい。もう少し行き来しやすいところにあればありがたい。できたら同じ階に欲しい。 

  もしくはホール階のトイレ内に更衣室（1人が入れるくらいの）を設けて欲しい。 

→構造上の問題で躯体を変えるのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

14.トイレは洋式を増やしてほしい。 

→構造上の問題で躯体を変えるのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 
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備品・サービス面に関する要望 

四
谷 

1.ホール料金振込み日が抽選から 3日以内なのは短すぎる。 /  「3営業日以内」の振込みは最低でも 15日以内が助かりま

す。弊社では支払いは全てコンピュータで管理されているため、使用後 15日以降の処理となってしまう。 / 申し込みから振

込締切日まで 3 日しかないのがやや不便。せめて 1 週間の猶予がほしいです。 

→区民ホールは利用希望者が多く、キャンセル利用を前提とした予約を防ぎ、公平な利用を行う必要がある為、原則は当日

現金払いもしくは振込み 3日以内としています。ただし、特別な事情がある場合はご相談ください。 

2.スタッフだけは準備があるので、開始時間 15分前には開けて欲しいです。 

→原則、準備・片付けを含んだ時間としてお借りいただいております。 

3.休憩時間に入ったとき、客席の照明がつくのが少々遅かったと思う。 

→ご指摘ありがとうございます。主催、外部業者、ホールスタッフなど様々な人が操作を行うことがある為、事前の打合せを入

念に行うことにより、スムーズな対応を心がけます。 

4.打合せ時にうまく伝えられなかったかもしれないが、会場入口の案内表示をお願いしていたつもりが、当日なかった。 

→エレベーター横に当日の催事の案内表記を掲載しておりましたが、ご要望とは違っていたようです。別途お持ち頂いた案

内表示を置くことは可能ですので、別途ご相談ください。 

5.当日対応して頂いた 3名のうち 2名の方にはよく対応いただき感謝しておりますが、1 名非常に感じの悪い方がおり、その

方と接した当方スタッフはみんな不快な思いをしました。 

→主催者へお詫びのご連絡をし、該当スタッフには厳重注意・指導を行いました。 

6.案内表示・抽選方法について、初めての方は戸惑った。現状改善は難しいとは思いますが・・・ 

→最寄のコンシェルジュスタッフに気軽にお問い合わせください。抽選方法については、抽選会の待ち時間に抽選方法のス

ライドを流す等、改善していきます。 

7.ワイヤレスマイクの利用数を増やしていただけると、より便利だと思いました。 

→周波数の関係で難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 

8.抽選方法が変更になった際は、HP上で発表があるのでしょうか？ 

→抽選方法を変更する予定はございませんが、変更となった場合は HP 等でご案内させていただきます。 

9.何月分～受付の告知がもっとわかりやすいと更に良いです。 

→今後、HP トップページの表示をわかりやすく変更する等の対応を検討しております。 

10.公共ホールに於いて、多くの施設が「ごみの持ち帰り」を要求しています。ゴミ箱が無いのは利用者にとって大変不便で

す。ごみ収集の予算が無いので あれば、ゴミ箱を有料で提供する等対策を考えてほしい。「塵芥処理費」は本来管理費の清

掃費の中に含まれているものと思います。 

→公共ホールにおいてはゴミの持ち帰りをしていただくことは原則ではありますが、新宿区に報告しております。 
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備品・サービス面に関する要望 

牛
込
箪
笥 

11.初めて使ったが、利用当日にならないと音響などがわからず残念な結果になりました。 

→下見の際には音響設備の使用はお断りしておりますが、事前の打合せの際にご説明はさせていただいております。 

12.ヴォーカル用ワイヤレスマイク希望 

→ワイヤレスマイクをヴォーカル用にしており、当日対応も可能となっております。 

13.花スタンドの準備 

→花瓶は備品としてホールにありますが、花及び花スタンドはホールではなく主催者様に発注をお願いしております。 

14.プロジェクターがあると良かったです。 / プロジェクターを利用したいので、付帯設備に入っていると大変有難いです。 

→平成２７年度に購入済みです。 

15.「会社」として利用させて頂いた場合、振込みによる支払い期日までの期間が短い。せめて 2週間の時間があると良い 

→区民ホールは利用希望者が多く、キャンセル利用を前提とした予約を防ぎ、公平な利用を行う必要がある為、原則は当日

現金払いもしくは振込み 3日以内としています。ただし、特別な事情がある場合はご相談ください。 

角
筈 

16.駐車場の方の態度が不快。 

→新宿区に報告して相談しております。 

17.1年前からの抽選会にして欲しい。 

→新宿 3 館で行う催事は半年前から企画されるような規模のものが多いと考えられる為、現時点では変更予定はございませ

ん。 

18.駐車場の台数が増えると良い。 

→ホール以外の施設もあるので、増やすのは難しくなっておりますが、新宿区に報告しております。 
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