


















平成２８年度柳町コミュニティハウス自己評価表 

 

目標設定

の 視 点 
計画内容及び運営目標 

計画内容及び運営目標 

に対する実績 

今後の取組 

（改善計画） 

自己

評価 

利用者 

サービス 

事業計画書 

(2)イ 地域特性、地域ニーズ 

 ○防災、津波対策の一環として、施設屋上に「津波警報伝達

システム」が整備され、併せて「津波一時避難施設」に指

定され地域住民の安全に役立てます。 

 ○２７年度末に竣工した隣接 金沢八景公園内の津波避難施

設への防犯カメラ設置施設として施設管理に協力します。 

 ○利用者アンケートを隔年から毎年実施することにより、利

用者ニーズを把握し、運営に反映します。 

＜数値目標＞ 

利用者満足度：横浜市調査 ７６．５％を５ポイントアップ 

（２）イ 地域特性、地域ニーズ 

 ○６月に地元柳町町内会主催の津

波避難訓練に参加し、防災意識

の向上に努めました。 

 ○八景公園内の津波避難施設への

防犯カメラ設置施設として区に

よるモニター解析など施設管理

に協力しました。 

 ○１月に利用者アンケートを実施

した結果、おおいに満足＋やや

満足が８８．４％の高評価を頂

きました。 

（２）イ 地域特性、地域ニーズ 

 ○毎年実施される地元主催の津波避難訓練には積極的に

参加し有事に備えます。 

 

 ○八景公園内津波避難施設への防犯カメラ設置施設とし

て、区によるモニター解析や設備点検などの業務に引

き続き協力します。 

 

 ○利用者ニーズの把握に努めるとともに、行き届いた接

客サービスを心がけ、利用者満足度向上に努めます。 

 

 

 

 

 

Ａ 

(4)オ 利用者サービス向上の取組 

 ○インターネット・ホームページを開設し、会議室等の空き

情報のほか、自主企画事業の開催情報や新規購入図書の情

報など最新の情報を更新してまいります。 

○コミュニティハウスの情報や自主事業などを広く広報す

るため、チラシやポスターの自治会町内会への回覧を廃止

し、町内会掲示板活用に転換することにより常設広報に切

り替えます。 

○新規利用者開拓のため、広報よこはま・金沢区版への掲載、

たよりの発行、ミニコミ誌の活用などを積極的に進めま

す。 

  

 

 

（４）オ利用者サービス向上の取組 

 ○５月にホームページを開設し、 

  当館に係る様々な運営情報の提

供を開始しました。 

 

 ○町内会への回覧を再開し、他施

設へのチラシ持ち込みを心がけ

ました。 

 ○新規利用者開拓のため、広報よ

こはま・金沢区版、コミュニティ

だより、インターネットホームペ

イジなどを積極的に活用しまし

た。 

 

（４）利用者サービス向上の取組 

 ○開設したホームページを活用し、空室情報を始め、新

たな自主事業の予定、ミニギャラリーの展示内容などさ

らに充実を図ります。 

 ○引き続き、自治会・町内会への回覧、他施設へのチラ

シ持ち込みを行います。また、チラシの内容は高齢の方

にも配慮し、出来るだけわかり易いレイアウト、記述を

心がけます。 

 ○新規利用者開拓のため、引き続き広報よこはま金沢区

版、コミュニティだよりなどを積極的に活用してまいり

ます。 

 ○第三者評価を受け、結果を参考にしてさらなる経営改

善に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

目標設定・自己評価合体版 

あ い う 

え 

 

 

 



○平成２８年度の会議室等稼働率を前年度の実績である 

４９％を上回る水準に引き上げます。 

   

 ○平成２８年度は会議室等稼働率

を個人利用を取り込むなどして、前

年度の４９％から５８％へと大幅に

引き上げることが出来ました。 

 

 ○会議室等の稼働率については、中高生等の学習ニーズ

を取り込むなどして前年度の５８％からさらに引き上げ

ることを目指します。 

業務運営 

事業計画書 

(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制  

 ○２８年度は館長、スタッフ３名の交代が生じるので、利用

者サービスに支障が無いように、雇用継続者を含めたスキ

ルアップを行います。 

  個人情報保護研修や人権研修等必要な研修をすみやかに実

施し、その後の習得度をチェックします。 

事業計画書 

（３）ァ 管理運営に必要な組織、

人員体制 

   

後項目：職員育成に記載 

事業計画書 

（３）ァ 管理運営に必要な組織、人員体制 

 

  後項目：職員育成に記載 

 

 

 

 

＿ 

ウ 緊急時の体制と対応計画 

○ 統括防火管理者である金沢八景保育園と連携し、発災時

における利用者の避難誘導や地域の方々等の受け入れを

行います。 

○ 行政や地域団体と協力して避難訓練に参加し、防災力の

向上に努めます。 

 ウ 緊急時の体制と対応計画 

 ○実際の火災や津波を想定した八

景保育園との合同避難訓練を７回 

 実施しました。 

 ○前項目：利用者サービスに記載 

 

 

 ウ 緊急時の体制と対応計画 

 ○八景保育園との合同避難訓練は可能な限り対応しま

す。 

 

 

 

Ｂ 

(4) イ 利用促進策 

 ○会議室等の空き情報をインターネット・ホームページ上に

公表し、更新する。 

  

○窓口受付サービスを強化し、他施設の情報案内も行います。 

  

 

 

○蔵書の貸し出し予約、購入リクエスト受付等により、図書コ

ーナー貸出件数増に反映させます。 

 ○貸出蔵書の年間人気ベストテンを公表し、貸出利用促進を

図ります。 

（４）イ 利用促進策 

 ○会議室等の空き情報をホームペ

ージ上に公表し、更新を始めま

した。 

 ○他施設のチラシ等を配架すると

共に、窓口では近隣施設の案内

図を用意して説明するなど受付

サービスを強化しました。 

 ○一連の蔵書利用促進策を効果的

に実施した結果、図書貸出冊数

は、１２，７０７冊と前年度を

２２％上回る実績を上げること

（４）イ 利用促進策 

 ○ホームページには、会議室の空き情報を始め、ホット 

 な情報を盛り込むように努めます。 

 

 ○窓口サービスについては、引き続き近隣施設の利用案

内を始め高齢者や年少者など社会的弱者にも配慮したソ

フトな対応をこころがけます。 

 

 ○図書コーナーについては、引き続き蔵書利用促進策を 

 効果的に実施し、前年度を上回る実績を目指します。    

 

 

 

 

 

Ａ 



 

  

が出来ました。 

キ 本市重要施策に対する取組 

 ○発災時には、津波一時避難施設として津波避難者の受け入

れを行います。 

 

 

○津波警報伝達システムとして「屋外スピーカー」を設置し、

周辺住民に対して津波警報発令時の情報発信を行います。 

 

キ 本市重要施策に対する取組 

 ○地元主催の避難訓練や八景保育

園との合同の避難訓練など積極

的に参加し有事に備えていま

す。 

○横浜市が設置した「システム」

の運用に際し、人員を割いて対

応するなど、引き続き最大限の

協力をいたしました。 

 

 キ 本市重要施策に対する取組 

 ○地元主催の避難訓練や八景保育園との合同の避難訓練

などに積極的に参加し有事に備えます。 

   

 

 ○横浜市が設置した「システム」の運用に際し、引き続

き最大限の協力をいたします。 

 

 

 

 

Ｂ 

 

(5) 自主事業計画 

 ○地域ニーズを反映した特色のある自主事業を展開します。 

  平成２８年度 講座数 ２０講座 

  参加者 ２７年度実績を上回る参加者獲得を目指します。 

 

 

 

 

 

 ○自主事業申込み方法を改善し、電話申込みやホームページ

からのネット申込みも受け付けを検討します。   

（５）自主事業計画 

 ○人気のパソコン何でも相談や地

元町内会共催の柳町落語会など

１５講座、開催回数を６５回に

増やし、延べ参加人数４７９人

の実績をあげましたが、集客力

のあった劇団の公演がなく、前

年度を上回る参加者獲得にはな

りませんでした。 

 ○申込み方法を改善し、電話によ

る受付を始めました。 

（５）自主事業計画 

 ○自主事業については、地域ニーズを踏まえた特色のあ

る事業を展開し、前年度を上回る参加者獲得を目指しま

す。また、収支バランスの改善を念頭に置き、実質収支

黒字化を目指します。 

 

 

 

 

 ○引き続き、ネット受付を研究し、検討してまいります。 

 

 

 

 

 

Ｃ 

(6) 施設の維持管理計画 

 ○平成２８年度年間利用者数は、２７年度実績３０，０００

人を上回る水準を目指します。 

○保守管理・修繕等の計画見直しにより維持管理経費を節減

します。 

＜数値目標＞年間利用者数：前年度比２パーセント増 

＜数値目標＞維持管理費：前年度比±０ 

（６）施設の維持管理計画 

 ○平成２８年度年間利用者数は、 

 ３０,７３４人で前年度を２％上

回る水準を達成しました。 

○維持管理費については、経費の

節減に努め、前年度比 73.5の水準

に収めました。 

（６）施設の維持管理計画 

 ○年間利用者数は、前年度を上回る水準を目指します。 

 

 ○維持管理費については、これまでに引き続き経費の節

減に努めます。 

 

 

 

Ａ 



職員育成 

事業計画書 

(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 

に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 

 ○２８年度は館長、スタッフ３名の交代が生じるので、 

  緻密な研修計画により交代者に加え、雇用継続者を含めた

スキルアップを行う。   

事業計画書 

（３）ァ管理運営に必要な組織、人

員体制 

 ○個人情報保護にかかわる研修等

職員・スタッフに必要とされる

スキルの習得を目指して、休館

日を利用した全体研修を年４回

実施しました。また、それらの

習熟度については日常業務の中

でチェックしフォローアップに

努めました。 

 

事業計画書 

（３）ァ管理運営に必要な組織、人員体制 

 ○施設運営に必要な人員を確保するとともに、外部の研

修、職場研修等を適切に実施し、スキルアップを図りま

す。 

 

 イ 個人情報保護等の体制と研修計画 

 ○業務に密接にかかわる重要な研修は、年間計画に基づ

き実施し、習熟度は日常業務のなかでチェックしてまい

ります。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

イ 個人情報保護等の体制と研修計画 

○個人情報保護研修等必要な研修を採用直後に実施し、その

後の習得度をチェックする。 

＜数値目標＞苦情件数：年間１０件以下 

同上記載 

 

 

○苦情件数は年間４件に止まりまし

た。 

同上記載 

 

 

 ○苦情件数は、前年度を下回る水準になるように努めま

す。 

 

 

Ａ 

利用者等

の意見 

利用者等の意見の把握方法 

主な意見、要望 

○会議室利用状況情報が何らかの方法で入手できないか。  

 

 

○幼児用プレイルームがあると良い。 

 

意見、要望に対する対応 

 

○会議室等空き情報は柳町コミュニティハウスのホームページに５月からアップし、また館内にも

掲示しました。 

 

○和室の利用が無い時間帯は、「ちびっこ“ほっ”とスペース」と称したぷれぃルーム創設し、開

放しています。 

 

 

≪自己評価≫ 
Ａ：計画、目標を上回って実施 
Ｂ：計画、目標を保持して実施 
Ｃ：計画、目標を下回って実施 

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載 


