
１　中期経営目標達成に向けたサービス向上・利用促進等の取組

 (1)　実績

　中期経営目標
　（H30～R4）

① 基礎コースの入学志願倍率は、引き続き１．２倍以上を維持します。
② 専門コースの定員充足率は、８０％以上を維持することを目指します。
③ 利用者アンケートによる満足度において、利用者サービス、施設の維持・管理と
も、９５％以上を維持します。
④ レンタル工房入居率１００％を目指します。

項　目 実施内容

①　サービス向上・
　　利用促進

・平成30年度から研修カリキュラムに追加した「職人養成トレーニン
グ」を引き続き実施することにより、研修生の挽物轆轤技術向上を
図った。
・センター卒業生等が自立に向けた実績を積むための施設として「レ
ンタル工房」を運用。入居率100％を維持した。
・一般客を対象に、木地挽きろくろ体験や施設見学ガイドを実施し
た。
・土日祝日も開館し、開放機器等使用の利便性向上に努めた。
・利用希望の多い3Dプリンターやレーザーカッター等パソコン周辺機
器の使用方法について随時指導し、漆器事業者・職人の技術向上を支
援するとともに、利便性の向上に努めた。
・産地内漆器事業者・職人を対象に、うるし掻き技術研修やベテラン
の漆器職人による講義を実施し、知識や技術の伝承に努めた。

石川県立山中漆器産業技術センターの令和３年度管理状況    

　施設所管課 商工労働部経営支援課

　施設管理者 （公財）山中漆器産業技術センター　理事長　内田　滋一

　指定期間 　平成３０年４月１日～令和５年３月３１日

②　広報活動

・研修生の募集について、ＨＰの充実を図るとともに、SNS
（Facebook、Instagram）で研修の様子等を定期的に発信したほか、広
報番組「ぶんぶんセブン」への出演、ラジオや新聞広告「広報いしか
わ」を活用し広く周知した。特にInstagramとFacebookにおいては、更
新頻度を維持できるようにし、フォロワー数を伸ばすことによる知名
度アップを図った。
・従来から行ってきた地元高校生向けの体験会を、28年度より「オー
プンキャンパス」として対象を広げて実施。R3年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から、完全予約制・少人数での受入れと
し、授業風景の見学等、普段の研修の様子が伝わるようにするととも
に、進学相談等、丁寧な個別対応ができるよう工夫して実施した。
（参加者15名、内2名入学）
・専門コースへの進学率向上を目的に、進学のメリットや専門コース
卒業後の就職状況を説明する進学説明会を昨年度に引き続き開催した
ほか、卒業後の就職支援策として、産地内の状況把握や関係作りのた
めの工房見学を随時行った。
・センター、しいのき迎賓館及び金沢勤労者プラザにおいて卒業作品
展を行い、同センターのＰＲや山中漆器の魅力発信を行った。
・土日祝日も開館し、一般客に対し木地挽きろくろ体験や施設見学の
ガイドを行い、伝統的山中漆器の理解向上に努めた。
・近隣の小中学校を対象とした木地挽きろくろ、蒔絵の体験教室を行
い、伝統的山中漆器への理解向上と次世代後継者のための種まきに努
めた。



 (2)　令和３年度における取組内容の見直し等

　

２　中期経営目標の進捗状況

※基準値は中期経営目標における基準値

＜利用者数、貸館稼働率など利用指標に係る増減理由＞

実施内容

＜卒業生現況調査事業＞R4～R6実施予定
全国各地に所在する卒業生の現況調査を実施。県外で就業している研修所卒業生に対して、山中
漆器産地へのＵターン就労を働きかける他、今後のろくろ研修カリキュラム改善や効果的な広
報・募集活動についての参考意見等を伺う。
また合わせて、全国の漆器産地関係機関との情報交換を行い、研修生募集広報活動に関する相互
協力体制の構築を図る。

測定指標
H26～28
平均

(基準値)

R2年度 R3年度 前年度比 基準値比 R4年度
(目標値)

R1年度

(2) 専門コース定員
　　充足率(％) 76.7 70.0 50.0 -20.0㌽ -26.7㌽

(1) 基礎コース入学
　　志願倍率（倍）
　　（定員５名）

1.3 1.2 2.0 166.7% 153.8% 1.20.6

80.060.0

利用者サービス(%) 99.3 100.0 100.0 .0㌽ .70㌽ 95.098.9

(3) 利用者アンケート
　　における満足度

95.098.9

指　標 対前年度増減理由 対基準値増減理由

基礎コース入学
志願倍率

県内外の高校・大学等の進路指導担
当者、全国の漆器産地組合、漆器関
係施設等へ積極的な募集活動を行っ
たほか、日頃からSNSでの情報発信
に努めた結果、志願者の増加につな
がった。

同左

施設の維持管理(%) 98.8 100.0 100.0 .0㌽ 1.20㌽

(4)レンタル工房入居率
(％) － 100.0 100.0 0 #VALUE! 100.0100.0

専門コース定員
充足率

研修生へ進学にあたっての個別相談
をきめ細かに行うとともに、進学説
明会を開催するなど、専門コースの
魅力を伝えていったが、研修生各個
人の様々な理由に伴い、進学率が減
少した。

同左

利用者アンケート
（利用者サービ
ス）

－

研修生からの轆轤をもっと使いたいと
いう要望や、産地からの職人養成、技
術力向上に関する要望に対応した結
果、満足度を高めることができた。

レンタル工房入居
率

工房①:入居2年目（R2.4月～）
工房②:入居1年目（R3.4月～）
※最大３年利用可能

30年度から運用開始



＜利用者アンケート結果＞

３　施設等の維持管理

・木地挽きろくろ体験事業（令和３年度随時実施　有効回答数１４名）

　利用者サービス(%) 71.4% 28.6% 0.0% 0.0%

　施設の維持管理(%) 61.9% 38.1% 0.0% 0.0%

　利用者サービス(%) 100.0% 0.0% 0.0 0.0

　施設の維持管理(%) 100.0% 0.0% 0.0

　施設の維持管理(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

・漆芸教室事業（令和４年３月実施　有効回答数２１名）

項　目
回　答

良い 概ね良い やや悪い 悪い

項　目
回　答

良い 概ね良い やや悪い 悪い

　利用者サービス(%) 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20.0% 0.0% 0.0%

　施設の維持管理(%) 80.0% 20.0% 0.0% 0.0%

・施設開放事業（令和３年度随時実施　有効回答数１３名）

項　目
回　答

良い 概ね良い やや悪い 悪い

・ろくろ研修事業（令和４年３月実施　有効回答数１０名）

項　目
回　答

良い 概ね良い やや悪い 悪い

　利用者サービス(%) 80.0%

0.0

(3) 植栽維持管理 植栽業者に外部委託しており、除草、雪吊り等の対策を取っている。

(4) 警備
民間警備保障会社に外部委託しており、施設内に防犯装置を備え付け
ている。

(5) 小規模修繕
設備等が故障した場合は、研修等に支障が生じないよう速やかに修繕
を行っており、研修生や利用者の利便性、安全確保に努めている。

項　目 実施内容

(1) 清掃
玄関・展示室・トイレ等の共用部分は、清掃業者に外部委託している
（週1回）。事務室は、職員が実施（週１回）。研修関連の部屋は、研
修生が研修終了後実施（毎回）。

(2) 設備保守点検
空調設備管理、エレベーター保守管理、消防設備管理、電気設備管理
など、業者に外部委託しており、それぞれ適切な時期に保守点検を
行っている。



４　管理運営体制

５　収支状況

 (1)　使用許可等の状況

（単位：件）

 (2)　使用料の収入実績（利用料金の収入及び減免の状況）

（単位：千円）

 (3)　収支決算

（単位：千円）

　合　計　　① 45,196 　合　計　　② 45,196

項　目 許可件数 不許可件数 不許可理由

施設利用 7

項　目 実施内容

(1) 緊急時の対応・安
全管理などの危機管理

緊急連絡網を策定し、非常時に備えた危機管理体制を整えている。ま
た、令和３年度は、消防防災訓練（地震対応、自衛消防活動）を１回
実施した。

(2) 個人情報の管理状
況

個人情報の保護に関する法律等関係法令並びに基本協定書に定める
「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守している。

　合　計 104 0

項　目 収入額 減免額 減免理由

開放機器使用 97

　合　計 395 10

施設使用 333 7 3件(around実行委員会)

開放機器使用 62 3 4件(山中漆器連合協同組合)

　入学手数料等徴収業務
　委託料

108 　委託費 2,893

　授業料収入 2,400   光熱水費 2,161

収　入 支　出

　指定管理料 42,293 　人件費 17,051

　轆轤研修事業費 19,910

　収支差額　①－② 0

　使用料収入 395 　修繕費 1,139

　その他管理費 2,042



６　利用者からの意見、苦情、要望

７　事故、故障等

８　その他報告事項など

年　月 内　容 対　応

年　月 内　容 対　応

令和４年３月
研修の年間スケジュールを詳細に示してほ
しい。

研修の年間スケジュールは、講師と相談し
４月に概要を示している。研修生の達成度
に応じて変更が必要な場合は、適宜事前説
明を行いながらカリキュラムを進めるよう
にする。

令和3年12月 空調冷温水発生機修繕（２台） 修繕済み



９　評価結果

○　評価基準
　　　Ａ（優）　：仕様書等に定める水準を大いに上回っており、その結果、優れた実績をあげている
　　　Ｂ（良）　：仕様書等に定める水準を上回っている
　　　Ｃ（可）　：概ね仕様書等に定める水準どおり実施されている
　　　Ｄ（不可）：仕様書等に定める水準を下回っており、改善を要する部分がある

○　総合評価
　　　Ａ（優）　：優れた管理運営がなされており、かつ、十分な実績をあげている
　　　Ｂ（良）　：優れた管理運営がなされている
　　　Ｃ（可）　：適正な管理運営がなされている
　　　Ｄ（不可）：改善が必要である

10　助言・指摘事項

(2) 施設等の維持管理 Ｂ

・挽物轆轤研修事業を円滑に進めるために、設備の保守点検を
定期的に行うなど、適切な維持管理に努めている。
・設備等が故障した場合は、研修等に支障が生じないよう速や
かに修繕を行っている。
・照明器具のＬＥＤ化を図り、環境に配慮した管理に努めてい
る。

(3) 管理運営体制 Ｂ

・緊急連絡網を策定し、非常時に備えた危機管理体制を整えて
いる。
・ノウハウをもった職員を適切に配置することで、漆器業者の
相談や、見学・体験者への対応といった点を含め、適切な管理
運営を行っている。
・研修生、相談者の個人情報保護に留意している。

評価項目 評価 所見（工夫・改善点）

(1) 中期経営目標の達成に
向けたサービス向上・利用
促進等の取組

Ｂ

・漆器に関する様々なスペシャリストを講師として招き、研修
生に対して高いレベルの研修を行っている。特に所長（人間国
宝）である川北良造氏自ら、所定講義回数以上の技術指導を積
極的に実施している。
・児童生徒や一般を対象とした見学や体験教室等を積極的に実
施し、山中漆器の普及啓発に努めている。
・組合員が自分の専門以外の漆に関する技術を習得する漆芸教
室を、産地からの要望に応じた見直しを加えながら開催し、資
質向上に努めている。
・入学案内パンフレットを県内外の高校・大学等の進路指導担
当者、全国の漆器産地組合、漆器関係施設等へ送付するととも
に、電話や訪問による詳細説明を行う等積極的な募集活動を行
い、入学志願者の増に努めている。
・入学に関する問い合わせを受けた場合には、必ず事前に同セ
ンターの施設見学やろくろ体験を行うよう依頼しており、「漆
器づくり」の難しさ、厳しさを知った上で、それでも志望する
研修生のみを受け入れる体制を構築している。
・地元の漆器事業者が施設・開放機器をより利用しやすいよう
に、センターを土日祝日も開館するとともに、開館開放時間を
週１回（火曜）、午後５時から午後９時に延長している。
・研修生や施設利用者を対象としたアンケートを実施し、サー
ビスの維持向上等に活用している。

総合評価 Ｂ
・山中漆器産業の育成及び支援を行うことを目的として、適切
な管理運営を行っているほか、山中漆器に関心のある県民に対
しての普及啓発事業も積極的に行っている。


