
（陶芸センター）　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

基本方針
特記

（提案事項要旨）
目標水準（年度計画） 自己評価

総括コメント
（左記の理由）

行政評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

１　横浜市における作陶活動の拠点施設
として、陶芸普及を目指した取り組み

２　市民文化の振興及び文化芸術がもつ
創造 性を活かした魅力あるまちづくりに寄
与する取り組み

◆利用者へのサービス向上
◆陶芸知識基地化の推進
◆地域への施設の開放
◆環境への取り組み
◆（事業実施）体験型教室・
基礎教室・自律型教室等の
各講座の実施
◆（施設運営・管理）建物、
設備、備品等の適切な保守
管理
◆（収支予算）効率運営と
経費削減と協賛等獲得への
努力

・23年度に開始した第2自由作陶教室を継続し、その定
着を図るが、これにより作陶スペース、保管スペース等
が限界となるため、この枠内でいかに施設の最大限の
有効活用ができるかが課題となる。
・一方で、質的充実を図っていくため、陶芸図書貸出シ
ステムのさらなる充実と、第2回目となる全国公募・横浜
アマチュア陶芸展を開催する。
・延べ利用者数の目標を15,800人とし、講座受講率を
高めることにより利用収入の拡大と、経費の削減を図り、
健全な管理運営を目指す。

Ｂ

安定した管理運営と「陶芸文化の発信
役」を基本的考え方として業務にあたり、
計画を確実に実行することができました。
・第2自由作陶教室を継続し、自由作陶
教室利用者の増加に対処するとともに、よ
り施設の有効利用ができました。
・第2回全国公募展を開催し、全国から多
数の応募を得て陶芸祭時に発表したほ
か、陶芸図書貸出システムが定着するな
ど、陶芸知識の基地化、センターの質的
充実が図れました。
・延べ利用者数は、17,787人（対前年比
104%、741人増）となり、第1期平成18年度
以降、毎年の増加となりました。それによ
る利用収入増、経費の削減の結果、健全
な施設運営ができました。
また、施設設備の老朽化による各修繕を
実施したほか、汚泥管理、環境対策とし
て、排水溝の定期的清掃と、桝の増設を
行いました。

Ｂ

24年度は、事業計画で掲げた目標を着実に
実施し、横浜市における作陶活動の拠点とし
て、バラエティに富んだ事業を実施し、どのよ
うな対象にも対応できる。バランスのとれた運
営を実現しました。
事業面においては、陶芸指導者対象の研修
および市民団体等への団体教室について
は、目標利用者数を大幅に上まり、かつ内容
についても充実を図っており、高く評価できま
す。
一日体験教室の利用者数が若干低いことが
課題で、市民が気軽に陶芸を体験できる教室
としての意義は高いことから、広報等の工夫が
必要です。
運営の面については、適切な運営がなされ、
施設の受け入れに限りがある中で利用者数も
しており今後も安定したサービス提供を期待し
ます。

Ｂ

各項目とも概ね目標基準を達成していると評価
します。
利用者の多様な技術レベルに応じたきめ細か
な事業を展開し、施設の稼働率が100％に近
く、極めて有効に施設活用がなされ、高く評価
できます。また、環境に配慮した適切な施設管
理運営も実現されています。
施設利用の充実に加え、新たな発想による魅
力あるイベントや公益的な事業なども実施して
おり、今後も市民の目線を意識した魅力ある施
設として事業に取り組むとともに、広報や地域と
の交流等を深め、陶芸文化の普及を目指すよ
う期待します。

※各目標の取り組み内容については別添「業務計画完了確認表」に基づき、毎月のモニタリング時に確認済み。

（１）事業目標 特記
（提案事項要旨）

目標水準（年度計画）
自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
外部評価

コメント
（左記の理由）

◆体験型教室の開催

   ●一日体験教室の開催
　　□年間33回　　□目標利用者数550人
　 ●親子陶芸教室の開催
　 □年間18回　　□目標利用者数700人
   ●陶芸祭手びねり体験、ロクロ体験、楽焼の各教室
   開催　　□目標利用者数110人

◆基礎教室の開催

   ●手びねり初級教室の開催
　　□年間3回24日　　□目標利用者数460人
　 ●手びねり中級教室の開催
　　□年間3回24日　　□目標利用者数460人
   ●電動ロクロ初級教室の開催
　　□年間3回21日　　□目標利用者数350人
   ●電動ロクロ中級教室の開催
　　□年間3回21日　　□目標利用者数350人

◆自律型教室の開催

   ●自由作陶教室の開催
　　□年間350回　　□目標利用者数6,100人
　 ●第2自由作陶教室の開催
　　□年間48回　　□目標利用者数910人

◆専門技能習得教室の単
発講座の実施

   ●専門技能習得講座の開催
　　□電動ロクロ水挽き徹底教室、年間3回、12日
　　□絵付け教室、年間2回、6日
　　□特定のやきもの作り教室、年間2回、8日
　　□目標利用者数410人

◆多くのテーマの講座の企
画、実施

   ●各種焼成の別途講座の開催
　 ●大物焼成講座の開催
　　□月2名づつ、毎月開催
　 ●その他単発講座の企画、実施に努める

◆作品発表の機会の提供    □陶芸祭時に作陶展を年1回開催

◆陶芸指導者対象の研修
講座の開催

   ●陶芸指導者研修講座の開催
　　□年間1回　　□目標利用者数20人

◆市民団体等への団体教
室の開催

   ●団体教室の開催
　　□年間10件以上　　□目標利用者数280人

◆公益的作陶活動に対す
る情報提供等による支援

   □小、中、高校へのＤＭを年1回実施
　 □学童保育へのＤＭを年1回実施
　 ■相談、出張教室の要望等について積極的に対応

◆気軽に参加できる教室の
開催

   □一日体験教室を開催し、より多くの人に
    陶芸体験機会を提供する

◆市民が興味を持つイベン
トの開催

   □陶芸祭の来館者を増やし、多くの人に陶芸体験
    機会を提供する

◆市民の目に触れる情報の
発信

   ■陶芸祭を核にした広報、広告活動を展開する

◆登り窯施設の活用
   ■見学用として活用するほか、公園内における
    パネル掲出場所として活用
　 ■象徴的扱いとし、印刷物等で紹介する

◆登り窯に関連付けた穴窯
焼成講座の実施

   25年度実施予定のため、今年度は休み

１　陶芸の普及と市民の作陶技術向上の
支援

３　市内の公益的作陶活動に対する支援

４　陶芸と市民とを結びつける場

５　持てる資源を最大限に発揮する活動

２　市民の主体的な作陶活動の支援

利用者数が目標に達していない講座も一部あ
りますが、自由作陶教室は目標利用者数
6,100人に対し7,379人の実績となったような目
標を大きく上回っている講座もみられ、全体的
に目標を上回っています。目標水準を達成し
ていると評価できます。

Ｂ B
楽茶碗焼成講座や一日絵付け教室等の講座
を追加で開催し、施設を有効活用し、利用者
のニーズに合わせた柔軟な対応が出来ている
ことは評価できます。

Ａ

Ｂ B

Ｂ

Ｂ

小、中、高校や各施設の陶芸指導者を対
象とした研修講座を2日間のシリーズ講座
として開催、受講者数は45人（対目標比
225%）となり、また団体教室は、学童保育
を中心に15回（対目標比150%）、利用者
数は348人（対目標比124%）となり、目標
を大きく上回りました。
また、小学校からの粘土焼成テストの依
頼に対応するなど、公益的作陶活動への
支援に貢献できました。

A
陶芸指導者対象の研修および市民団体等へ
の団体教室については、目標利用者数を大
幅に上まり、かつ内容についても充実を図っ
ており、高く評価できます。

B
一日体験教室の利用者数が若干低いことが
課題です。市民が気軽に陶芸を体験できる教
室としての意義は高いことから、広報等の工夫
が必要です。

B

B 各委員の事業目標についてのコメントは別紙参
照

＜評価基準＞ 
Ａ（著しく優れている）：業務基準・目標水準を遥かに上回っている。 
Ｂ（適正）：業務基準・目標水準を達成できている（※標準点） 
Ｃ（改善の必要有）：業務基準・目標水準に満たない。又は一部未達成。 

＜コメント・理由欄＞ 
Ａ：数値・具体的な事項等を記入のこと。当初予定していなかった事業を実施し効果をあげたり、目標を遥かに上回った理由を

記入。 
Ｂ：目標通り達成できている場合は特にコメント不要。目標と違う方法でも同様の効果が得られた場合はその様に記載。 
Ｃ：目標に達しなかった理由や今後の改善策を記載のこと。 



（陶芸センター）　第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）

（２）運営目標 特記
（提案事項要旨）

目標水準（年度計画）
自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
外部評価

コメント
（左記の理由）

◆適切な施設の開館
   適切な施設の開館
   □開館日数356日　休館日9日
   □開館時間9時～17時

◆利用料金の適切な徴収
   適切な利用料金の徴収
   □陶芸成形室半日500円
   □焼成料100ｇまでごとに100円

◆貸室による自由な作陶機
会、場の提供

   貸室による作陶機会、場の提供
   □貸室稼働率98パーセント
   □貸室目標利用者数5,100人
   □貸室目標利用料収入（焼成料含む）4,160,000円

◆施設の利用促進、効果的
な広報・宣伝活動

   □通年使用の施設紹介パンフレットの作成、配布
   □すべての講座募集チラシの作成、配布
   □陶芸祭チラシの作成、配布
   ■記事掲載の推進

◆利用者サービス向上の取
組

   □すべての講座において利用者アンケートを実施
   ■貸し出し用小道具の無償提供

◆ホームページの作成と運
用

   □新着情報欄の更新月1回以上
   ■作品ギャラリーの充実

◆適切な人材の配置
   適切な人材配置
   □センター長1人、所長1人、社員2人、事務員3人、
   講師8人、貸室アドバイザー3人、助手2人

◆適切かつ効果的な勤務
体制の確立

   適切かつ効果的な勤務体制
   □センター長月3日、所長週3日、事務・講師ロー
   テーション勤務、事務部門は毎日2人以上のロー
   テーション勤務
   ■職務分担表により効率的な業務遂行

４　施設見学等への対応 ◆施設見学等への対応    ■施設見学、取材等に積極的に対応 Ｂ B

◆経費削減の努力
   ■講師ローテーションの工夫
   ■教室運営における職員の活用

◆指定管理料のみに依存し
ない収入構造の検討

   □受講率を高め、より多くの受講者を獲得
   ■全国公募展での外部タイアップの可能性を探る
   ■外部協賛講座企画を立案、実現の可能性を探る。

◆陶芸知識・情報の基地化
を進める

   ●第2回全国公募・横浜アマチュア陶芸展の開催
   ・陶芸図書貸出システムの蔵書補充とＰＲの強化

◆自主事業での優遇制度
の実施

   ■市の事業への協力による優遇制度の実施

（3）維持管理目標
特記

（提案事項要旨）
目標水準（年度計画）

自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
外部評価

コメント
（左記の理由）

◆施設の適切な保守管理    □施設の毎日の見回り点検による適切な維持管理

◆設備の適切な保守管理

   □空調機器定期点検年2回
   □下洗い箱を設け、粘土釉薬が直接流れ出ないよう
   毎日管理する
   □排水溝及び桝の掃除年2回、桝の増設
   ■日常使用するなかで常に管理を徹底する

◆備品等の適切な保守管
理

   □陶芸窯毎月1回の点検、年1回の定期点検
   □すべての焼成について焼成管理表の作成

◆施設を清潔に、そして安
全な状態に保つ努力

   □清掃業者委託による毎日清掃、年2回の定期清掃

◆廃棄物の抑制と適切な処
理

   □使用済み粘土、釉薬を毎日適切に管理する
   □産業廃棄物の管理状況を月1回チェックする

３　保安警備業務    ■警備保障業者委託による24時間警備（機械警備）

４　公園管理業務
   ■環境維持と本牧市民公園指定管理者との連絡調
   整

５　防災等

   □利用者も含めた避難訓練年2回
   ■職員・講師に対する防災マニュアル、緊急連絡網
   の徹底
   □焼成について1年間無事故を目指す

６　緊急時の対応    ■緊急時の適切な対応と市との連携

７　光熱水費の削減努力    ■電気、水、ガスの使用量記録、分析

（4）PDCAｻｲｸﾙ 特記
（提案事項要旨）

目標水準（年度計画）
自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
外部評価

コメント
（左記の理由）

1．　日報及び月報の作成・管理
   □日報、月報を作成・管理する
   ■日常業務でのＰＤＣＡサイクルの推進

2．　業務計画書及び業務報告書の作成・
管理

   □業務計画書、業務報告書の作成・管理

3-1．　業務評価（モニタリングの実施）    □モニタリングの実施による管理運営状況の報告

3-2．　業務評価（自己評価の実施）    □自己評価の実施による業務改善の努力

3-3．　業務評価（第三者による評価の実
施）

   ■第三者評価時の適切な対応

（5）指定期間終了にあたっての業務
特記

（提案事項要旨）
目標水準（年度計画）

自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
外部評価

コメント
（左記の理由）

1.　業務の引き継ぎ等

2.　原状回復義務

3.　備品及び文書等の取扱い

（６）留意事項 特記
（提案事項要旨）

目標水準（年度計画）
自己評価
(期末振返り)

コメント
（左記の理由）

行政評価
コメント

（左記の理由）
外部評価

コメント
（左記の理由）

1.　保険及び損害賠償の取扱い
   □賠償責任保険、動産総合保険、レジャー・サー
    ビス費用保険への加入

2.　法令の尊守と個人情報保護    ■法令等の規則遵守、適正な個人情報取り扱い

3.　情報公開への積極的取組
   □情報公開規程にのっとり、適切な対応
   □施設運営情報のホームページでの公開

4.　市及び関係機関等との連絡調整    ■市への報告・協議による円滑な業務遂行

5.　その他
（1）適切な許認可及び届出等
（2）施設の目的外使用
（3）名札の着用
（4）人権の尊重
（5）近隣対策
（6）地域との連携
（7）重要書類の管理
（8）行政機関が策定する基準等の遵守
（9）法令の制定及び改正への対応

   □必要に応じ許認可及び届出等手続きの実施
   □必要に応じ施設の目的外使用手続きの実施
   □職員全員の名札着用
   □職員に対し、人権に関する研修を年1回実施
   ■近隣対策への対応
   ■適切な書類の管理
   ■行政機関が策定する基準等の遵守
   ■法律の制定及び改正への対応

B 各委員の維持管理目標についてのコメントは別
紙参照

１　作陶活動のための施設の提供

２　利用促進及び利用者サービスの向上

３　組織的な施設運営

５　その他の運営目標

１　保守管理業務

２　環境維持管理業務

Ｂ B
貸室による自由な作陶機会、場の提供につい
てかなり高く目標を設定しているものの、目標
を達成したことは評価できます。

Ｂ B

Ｂ B

Ａ

自主事業講座の受講率アップや、追加講
座開催により、利用者数が増加（自主事
業講座利用者12,509人、対前年比107%）
（事業収入21,702千円、対予算比117%）、
一方で、経費削減に努めた結果、安定し
た収支構造となり、全国公募展の開催、
陶芸図書貸出システムの充実といった陶
芸知識・情報の基地化目標を順調に行う
ことができました。

B

Ｂ Ｂ

Ｂ B

Ｂ

B 各委員の運営目標についてのコメントは別紙参
照

B B 各委員のＰＤＣＡサイクルについてのコメントは
別紙参照

各委員の留意事項についてのコメントは別紙参
照Ｂ



横浜市陶芸センター
第二期指定管理者業務評価表（平成24年度分）　【別紙】

芦澤委員 唐澤委員 鈴木委員 豊福委員

外部評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

外部評価
総括コメント

（左記の理由）
外部評価

総括コメント
（左記の理由）

Ｂ

・当施設の使命（「横浜市における作陶活動
の拠点施設として、広く市民が陶芸に親しむ
機会を提供するとともに、市民の作陶技術向
上の支援を行うことにより、陶芸の普及を図
る」公募要項 P2)に沿って、多様な活動を
行っています。また施設稼働率が100％に近い
水準となり、極めて有効に施設活用ができて
います。

・指定管理者に作陶に関する専門知識が豊富
にあり、環境に配慮した適切な施設管理運営
がなされています。

Ｂ

・利用者のアンケート結果やニーズに柔軟に
対応するとともに、さまざまな年齢層や技術
レベルに応じたきめ細かな事業を展開し、横
浜市における作陶活動の拠点施設として、広
く市民が陶芸に親しむ機会を提供しており、
高く評価できる。

・利用者の利便性だけでなく、排泥管理や排
水溝の定期的清掃、排水桝の増設など、環境
に配慮した取り組みもしっかりとなされてお
り評価できる。

・参考図書の貸出や全国公募の陶芸展の開催
など、施設利用の充実に加えて、新たな発想
による魅力あるイベントなども実施してお
り、今後も市民の目線を意識した魅力ある施
設として事業を継続・展開して欲しい。

Ｂ

・多様な教室を展開し、陶芸への興味関心を
増やしている。また、継続性にもよく取り組
んでいます。

・スペース、とりわけ保管スペースの限界を
考慮しつつ、さらに有効活用する可能性につ
いて模索するなど意欲的です。

・講座受講率を高めたいとの目標について
は、一般市民向けの体験教室が目標を達して
いないとのことだが、広報や地域との交流等
を深め、陶芸文化の普及を目指すとよいと思
います。

Ｂ

・横浜市の市民に開かれた陶芸施設として、
十分に機能していると感じました。

・目標利用者数に対し、それを上回る人数に
対応している点は評価出来ます。

・施設の古さが少し気になりますが、適切に
管理運営していると思います。

・今後の更なる事業展開には、施設・設備の
拡充の必要性を感じました。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

Ｂ

・全体として目標利用者数を大幅に上回っており、
施設運営の状況として高く評価できます。

・「３ 市民の公益的作陶活動に対する支援」の内
容充実を図っており、公共施設として意義ある活
動を行っていると高く評価できます。

・今後の課題としては以下3点が挙げられます。

①施設稼働率が100％に近い水準となる中で、特
定のリピーターの利用に偏重することなく運営して
いくための工夫が必要となります。

②民営の陶芸教室との役割の違いをより明確にし
て運営していく必要があります。

③共催事業の展開で利用者のすそ野を広げる活
動をするといった取り組みがより一層期待されま
す。

Ｂ

・一日体験教室のように利用者数が目標に達して
いない講座もあるが、その他は目標を上回ってお
り、目標水準を十分に達成しているものと評価でき
る。なお、一日体験教室は利用者数が読めない講
座であり、今後も目標を下回る可能性もあるが、公
園来園者の飛び込み参加などを受け入れ、陶芸
に親しむ機会を広く提供しており、今後も継続す
べき講座である。

・他の公共的な陶芸体験施設にはあまりみられな
い利用者の技術レベルに応じた魅力ある講座が
多数あり、利用者のニーズに合わせた柔軟かつき
め細かな対応がなされており、高く評価できる。

・小学校からの粘土焼成テストの依頼に対して真
摯に対応し、しっかりと結果を残すことができた。こ
ういった貢献が新たな事業展開や施設のニーズに
繋がるものと思われるため、今後も継続して欲し
い。

・施設の利用者数のみを追うことなく、今後も利用
者に満足してもらえるように、充実した取り組みを
期待したい。

Ｂ

・陶芸の普及促進と技術向上を目指し、さらに主体
的に陶芸活動を希望する市民への対応等、さまざ
まな教室を展開し、それなりに参加者(利用者）も
多く、施設の設置目的をよくかなえています。

・公益的な活動として指導者対象の講座開催、市
民団体等への教室の開催などの努力もあり、目標
数を上回っていることは評価できますが、さらに目
標を上げて努力されることを期待します。

・三渓園との連携も行われ始めたようですが、近隣
施設(中区)などとの連携も、今後さらに行われる
と、一般市民への周知展開がスムーズに行くので
はないでしょうか。

Ｂ

・各講座共に目標利用者数を上回っており、陶芸
センターの人気の高さを伺う事が出来る。

・一日体験教室のみ、目標利用者数を下回ってい
ますが、目標数の設定値が、やや高すぎるのでは
ないか。

・市民の公益的作陶活動に対する支援は、陶芸セ
ンターの役割として、重要な事業であり目標利用
者数を大きく上回る利用者数を見ると、実施内容
の検討を要すると思われます。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

・講師ローテーションの見直しにより効果的な勤務
体制を確立し、経費の削減に繋げている。今後も
適切かつ効果的な勤務体制を維持して欲しい。な
お、効率化によりサービスの低下をまねくようなこと
だけは避けなければならない。

・事業収入も目標を上回り、講座や教室に専門的
な知識を持つ助手を配置するなど、充実したサー
ビスを実現するための支出がなされており、評価で
きます。

・公益的な活動やアウトリーチの取り組みを充実さ
せていくための事業費を組んでいくこと、またそう
いった活動における受益者負担の考え方の確立
を期待したいです。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

Ｂ

・定量的な目標をベースに置き、定性的な目標を
事業の性質に応じて付け加え、ＰＤＣＡサイクルを
回していくという考え方を中心に据えて管理してい
くと、より施設の現状が判りやすく、課題の明確化
につながっていきます。今後の運営にその点を活
かしていくことを期待します。

Ｂ
・計画的に管理・報告・評価がなされており、今後
もしっかりと取り組んで欲しい。

Ｂ
・計画的に実施されており、市との連携もうまくとれ
ていることが確認された。

Ｂ ・円滑に進められていると評価できます。

外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考 外部評価 備考

Ｂ Ｂ
・今後も横浜市との連絡を密にして、計画通りに業
務を遂行して欲しい。

Ｂ Ｂ
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・教室内容満足度やスタッフ満足度に比べて、施
設整備満足度が低いが、これは40年以上を経た
施設であることを考慮する必要がある。その中で、
スタッフ満足度が96％という高い値は、いかに充実
したサービスを提供しているかが想像でき評価で
きる。

・すべての講座の利用者に対してアンケートを実
施し、つねにサービスの向上に気を配っており、今
後もその姿勢を維持して欲しい。

・全国公募によるアマチュア陶芸展の実施や参考
図書資料の貸出などは、単なる施設利用の枠を超
えた積極的な事業活動と捉えることができ評価で
きる。図書の貸出に関しては、今後も無理のない
範囲で内容の充実に努めて欲しい。

ＢＢ

・安定的に収入を確保した上で、人的配置など運
営に工夫をこらして支出を管理しており、評価でき
ます。ただ、支出を抑えることで、利用者サービス
に影響が出る可能性には留意が必要です。

・設備の老朽化を踏まえた適切な保守管理がなさ
れており評価できる。今後もさらに予防と点検、修
繕等の対応に努めて欲しい。

Ｂ

（

７
）

留
意
事
項

Ｂ

・現状、利用者数も多い中で満足度も高く、適切に
運営がされていることが確認されました。
今後は、広く市民が陶芸に親しむ機会を提供する
という使命に照らし合わせ、多様な市民に開かれ
ていくような運営を期待します。

Ｂ
・多様な工夫によって収入は目標を上回り、支出
は目標を下回っています。安定的な施設管理・運
用が行われていて評価できます。

Ｂ

Ｂ

・適切な維持管理が行われていることに加え、環境
に配慮した汚泥管理を行うなど工夫をこらしてお
り、高く評価できます。

Ｂ

・作陶活動の為の施設の提供では、安価な使用料
の設定や目標数を上回る利用者数、貸室利用料
収入等が評価できる。

・利用者の更なる増大を目指すには、施設の拡充
の必要性を感じます。

・全国公募のアマチュア陶芸展開催等、陶芸セン
ターのPRに力を入れている点は評価できます。展
示会場を市民ギャラリー等の使用を視野に更なる
展開を期待します。

Ｂ
・設備・施設の維持管理に十分配慮されていると
評価出来ます。

（

１
）

事
業
目
標

Ｂ

・貸室の自由な陶芸活動などもよく利用者がいるよ
うで、評価できます。

・事業もそうですが、全体的な市民への施設周知
がもう一歩と思われます。元々青少年のための体
験施設だったことを考えてみると、公益的な活動の
学童保育のみならず一般市民(子どもを含む）への
さらに周知があってもよいかとおもわれます。

・専門図書の貸し出しだけでなく所蔵図書の一覧
をホームページで公開する、専門知識を紹介する
広報を行うなどの展開を図るとよりよいとおもわれま
す。

・全国公募・横浜アマチュア陶芸展の開催は、今
後のさらなる周知展開を期待します。

Ｂ Ｂ
・専門的な知識を持つ指定管理者の、適切な管理
運営がなされているようにおもわれます。

＜評価基準＞ 
A（著しく優れている）：業務基準・目標水準を遥かに上回っている。 
B（適正）：業務基準・目標水準を達成できている（※標準点） 
C（改善の必要有）：業務基準・目標水準に満たない。又は一部未達成。 

＜コメント・理由欄＞ 
A：数値・具体的な事項等を記入のこと。当初予定していなかった事業を実施し効果をあげたり、目標を遥かに上回った理由を記入。 
B：目標通り達成できている場合は特にコメント不要。目標と違う方法でも同様の効果が得られた場合はその様に記載。 
C：目標に達しなかった理由や今後の改善策を記載のこと。 
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