
（横浜市陶芸センター）　第二期指定管理者業務評価表（平成25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）

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

・第2自由作陶教室や追加講座を含めた各種講座を開
催することにより、施設をより有効活用する。また、陶芸
祭でのイベント充実等により、一般市民、地域への開放
をより進め、陶芸文化の発信役を担っていく。
・年間356日の開館、延べ利用者数の目標を16,300人と
し、利用料収入の拡大を図るとともに、経費の削減に努
める。また、外部とのタイアップによる収入を目指し、講
座企画の実現を図る。
・桝の増設、改修後の汚泥量調査を引き続き実施し、適
切な汚泥管理、環境維持に努める。

B

　・限られたスペ－スを活用して追加講
座、各種新規講座、第２自由作陶教室を
開講しました。年間356日開館し、延利用
者数18010人（対前年比101％、233人増）
となり、毎年の利用者増加となりました。

B

利用者数が着実に増えており、横浜市の作陶
活動の拠点施設として、市民への陶芸の普及
が進められているといえます。今後は、若年層
をはじめとした、これまで陶芸を体験したことが
ない市民へのアプローチをすすめ、陶芸を通
じて市民文化の振興及び創造性を活かした魅
力あるまちづくりに寄与することを期待します。

※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）

◆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400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160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日　　□目標利用者数6,500人
　 ●第2自由作陶教室の開催
　　□年間49日　　□目標利用者数810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

   ●□薪焼成による穴窯焼成講座を年1回実施

１　陶芸の普及と市民の作陶技術向上の
支援

B

B

B

B

基礎教室や自立型教室の利用者が増加して
おり、市民の作陶技術向上に寄与していると
いえます。
今後は体験型教室の利用者増の取り組みを
通じ、陶芸のより一層の普及に努めてくださ
い。

B B

B

・一日体験教室や、親子陶芸教室は目標
利用者数を48人程下回りましたが、基礎
教室や、自立型教室は1795人程増加しま
した。体験型教室の利用者数増加への努
力と、体験型からリピ－タへ移行を促した
り、基礎教室へ再度の徹底基礎作り等を
通して全体の技術のレベルアップを計り、
陶芸文化の発信役を、担って行きたいと
思います。

２　市民の主体的な作陶活動の支援

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

B

B

B

＜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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（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）

◆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5,400人
   □貸室目標利用料収入（焼成料含む）4,172,000円

◆施設の利用促進、効果的
な広報・宣伝活動

   □講座スケジュールガイドを年2回作成、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2人、
   講師8人、貸室アドバイザー5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

◆陶芸知識・情報の基地化
を進める

   ●・陶芸知識、情報支援のためのイベント実施
   ・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）

◆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
   ■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）収支について
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）

１　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

２　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。

（5）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）

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

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

B B
酸化焼成料を含む貸室利用料収入が目標を
下回っています。貸室利用料収入の増加に向
け、今後の施策に期待します。

B B

B B

B

５　その他の運営目標 B

B B

３　組織的な施設運営

B

１　保守管理業務

２　環境維持管理業務

B

B B

事業費および事務費を予算よりも削減したの
にもかかわらず、事業収入を予算よりも増やし
たことは評価できます。今後は全国公募展の
タイアップや協賛講座の獲得を実現し、指定
管理料のみに依存しない収入構造の確立を
期待します。
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（6）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）

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

（7）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）

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 B


	自己評価様式

