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Ⅰ．総則 

 

 

Ⅰ-1 施設の目的や基本方針の確立 

コミュニテイハウスの設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されており、職員が理解

しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

職員に対し、コミュニテイハウスの設置目的に基

づいた施設運営上の基本方針が明文化されてい

る。 

✓ ✓ 

職員が、コミュニテイハウスの設置目的や施設運

営上の基本方針を理解している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

利用者に対し、コミュニテイハウスの設置目的や

施設運営上の基本方針を周知している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。      

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 

 
    

    
    
    
    
    
        AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

 設置目的、基本方針については、TCH 来館者に周知

できるよう当館利用案内パンフを配布している他、明文

化されたものを玄関入口に掲示している。また、自主事

業実施に際して地元町内会回覧及び旭区広報区版等

に当館の PR を実施している。その他、地元代表、利用

者代表等から構成される TCH 運営委員会（年２回）開

催及び利用者会議（年１回）開催の機会を活用して周

知を図っている。 

 職員には、迅速・円滑な館運営を進めるために館の

設置目的、基本方針を月例ミーティング開催及び OJT

を通じて周知確認を行っている。 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

※横浜市鶴ｹ峰コミュニテイハウスを「TCH」と略称す

る。 

【特記事項】 

協会及び鶴ケ峰コミュニティハウス（以下 TCH で表記）の基本方

針は明文化され掲示され利用者に周知している。当館利用案内

パンフレットにも明記されている。 

 

施設運営方針を理解していることを、ヒアリングで確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．総則総則総則総則    
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Ⅰ-2 施設目的の達成度 

施設の管理運営を通して、施設目的を達成できているか。 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

利用者にとって公平・公正に利用できるシステム

を構築している。 
✓✓✓✓    ✓ 

地域住民が自主的な活動を行うための支援や交

流の場づくりを行っている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

コミュニテイハウスの働きかけにより、サークル活

動化に発展した例がある。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。      

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。     

    
    
    
    
        AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・本年度も、自主事業終了後の事後グループを育成支

援し、サークルとして活動している。 

・利用サークル発表会（１年間の活動・成果を発表、３

日間）開催を通じて会員数増への支援促進を図ってい

る。 

・団体利用については、利用日の１カ月前から利用申

込み受付を行っているがトラブルが起きたことはない。 

・図書貸出・返却業務はトラブルなく遂行しており、復旧

させた夜間返却 BOX も監視カメラ（近隣住民篤志家に

よる寄贈）を付加するなど利用者サービス向上に資し

ている。 

・「声のポスト」を設置し利用者の要望等を受け逐次館

長名で回答文を掲示するとともに、改善すべき事項に

ついては即対応している。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

書籍収蔵数概算２万冊（一般向・児童向各１万冊）の蔵

書中には、地元郷土史関連資料で歴史教育上の観点

からも貴重な書籍も含まれている。現状収蔵スペース

が狭隘であることが難点となりつつあるが、現在実行し

ている図書リサイクルの活発化等様々な方策につき検

討しスペース問題を解決しつつ、有効的・効率的な書

籍活用を進めていく。 

 

【特記事項】 

個人利用は受付の順番で利用する。 

団体利用については１ヶ月前の応答日に申込みをする。 

重複した場合は団体間で話し合いによる調整の方法をとってい

る。トラブルもなく、公平、公正に利用できる仕組みとして定着し

ている。 

 

サークル活動化に発展した事例 

１９年度 

① デジカメ・パソコン講座（夜） 

② フラダンス（夜） 

③ ３B 体操（夜） 

④ 新春こども茶道体験（土） 

２０年度 

① ヨーガ 

② ハワイアンキルト 

 

H20 年２月２２日～２４の３日間利用サークル発表会（１年間の

活動・成果を発表）が開催され、この発表会を通じて会員増への

支援促進を図っている。  
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Ⅰ-3 職員の勤務実績・配置状況 

 管理職を含む常勤職員及び非常勤職員の勤務実績、配置状況は適切か。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

各業務に対し、必要最低限の職員を配置してい

る。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

各職員は、他の職員の業務状況を適切に把握し

ている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事業計画書の職員体制と実際の体制に相違がな

い。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

    
    
    
        AAAA    
    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・日常業務マニュアルを作成し、それに沿って業務執行

している。前月に翌月分ローテーション表を作成し、職

員１名スタッフ１名の必要最低限度の人員を確保して

いる。 

・スタッフ交代時には、毎日記載している業務日誌及び

特記事項を記載している引継書により内容を確認し、

業務に遺漏なきを期している。 

・自主事業は、事業計画どおり実施しているが、事業に

よっては応援を求める必要があっても、ギリギリの人員

で事業を進めることができている。 

・スタッフの当意即妙な努力によって開閉館作業・部屋

利用の事前事後作業を安全確保を主眼としつつ迅速・

円滑に行っている。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

施設の体制として、館長 1 名、副館長 1 名、コミュニティスタッフ 

6 名、アルバイト 3 名、の合計 11 名の職員名簿と出勤簿で確認

できる。＝再度確認 

 

職員の業務は業務分担表に、[午前帯][午後帯][夜間帯]の業務

内容が明記されていて、引継ぎ書には押印して情報を共有して

いることが確認できる。 

 

 



横浜市コミュニテイハウス評価シート 

4 

 

Ⅰ-4 職員のマナー 

 利用者が気持ちよく利用できるよう、利用者に対する職員の接客マナーは適切か。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

利用者が職員だと判別できるよう、名札を着用し

ている。 
✓✓✓✓    ✓ 

職員の服装は適切である。 

 
✓✓✓✓    ✓ 

電話の応対の際、施設名及び職員名を名乗って

いる。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

挨拶や対応の際の言葉遣いや態度が丁寧であ

る。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。 
 

 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・職員・スタッフは制服及びネームタッグを着用し、利用

者とは明確に区別されている。また、ネームタッグには

「来てよかった。また、来てみたい。」というモットーを表

記して常に「お客様第一」ということを忘れないよう努め

ている。 

・電話応対には、施設名と名前を必ず名乗るようにして

いる。 

・職員・スタッフは、職場ミーティングや外部専門家によ

る研修により基本的なマナーを学び、より良い接遇に

努めている。 

・利用者からの信頼も高く、また個々のスタッフが利用

者はお客様であり、快適に、そして満足していただき、

TCH のモットーである「来てよかった,又来てみたい」の

達成に向けた意識の高揚と同時に細部への心使いと

適切な対応をし、さらに当館は「我が家と同じである」と

の意識にたっての接遇及び施設管理の実行を基本的

姿勢としている。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

聴覚視覚等障害者への対応策を現在（社）市リハビリ

テーション事業部等の機関組織と改善策につき検討し

ている。 

 

 

【特記事項】 

職員・スタッフは全員制服と名札を着用し、利用者が明確に判別

出来る。 

 

電話対応、利用者への対応時の言葉使いや態度も適切である。 

 

来館者にモットーの「来てよかった。また来てみたい。」を感じさ

せる、丁寧な対応である。 

 



横浜市コミュニテイハウス評価シート 

5 

 

Ⅰ-5 開館の実績 

 仕様書に定められた、もしくは事業計画書のとおりに開館しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

A 仕様書に定められた、もしくは事業計画書のとお

りに開館している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ - 
  

Ｃ 仕様書に定められた、もしくは事業計画書のとお

りに開館していない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・開館時間・閉館時間及び開館日・閉館日を玄関入口

に明示している。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では、特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

開館及び閉館時間は、警備会社の「月間警備報告書」の記録で

確認できる。 

 

閉館時の確認表によるチェックと翌日の開館準備などが、 

退館時のマニュアルに明記され、実施している。仕様書通りの 

開館が継続できる有効な仕組みとなっている。 

 

利用者が気持よく利用出来るよう、『貸室利用についてのお願

い』のポスターを作り、掲示している。 

《会場利用時間には、準備、片付け等の時間も含まれていま

す。利用時間終了時間１５分前になりましたら、後片付けと清掃

を始めてください。利用時間５分前には、事務室に連絡を下さ

い。点検します。》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

理 
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Ⅱ-1 建物・設備の保守点検 

 建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現されているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

目に見える損傷等がなく、利用者が常に安全に利

用できる状態に保たれている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

発見された不具合が適切に処理されている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事業計画書のとおり管理が行われている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・職員・スタッフは、２時間に１回の館内外を巡回点検

し、異常がないか注意しており異常がある場合は即時

対処している。 

・空調設備、消防設備、機械設備等の保守点検につい

ては年間７業務の事項について専門業者と委託契約を

締結し、安全性の確保に努めている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

【特記事項】 

7 業務の委託業者との契約書の中に業務内容が明記され、 

実施状況は 

 ・管理計画実績表 

 ・管理運営月報(施設管理業務) 

の記録で確認できる。 

 

日常の職員スタッフによる巡回点検は、館内外巡回点検記録で

確認できる。 

 

施設が安全に利用できる状態が保たれている。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    
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Ⅱ-2 備品の管理 

 施設の備品が適切に管理されているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

備品台帳に記された備品がすべて揃っている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

コミュニテイハウスの備品に目に見える損傷等が

なく、良好な状態を保っている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ TCH の備品と指定管理者の備品を区別した備品

台帳を作成している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・部屋別に備品台帳を作成し、何処に何があるか明確

にしている。備品等は、定期的に点検し、不都合がある

時には直ちに補修しており、常に良好な状態に保たれ

ている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

備品台帳があり、備品には管理ラベルが貼付され、管理されて

いる。 

 

次の備品について備品台帳と現物を確認した。 

  品名       数     番号     購入日 

ウォータークーラー １台   No ０１－１２  １９．５．７ 

電気自転車      １台  No ０７－０７   ２０．３。１５ 

パソコン        １台  No ０５－０３   ２０．３．１８ 

椅子          １０脚  No ０１－０５  １９．３．２２ 
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Ⅱ-3 清掃業務  

 利用者が快適に利用できるよう、清掃が行き届いているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

事業計画書のとおり業務が実施されている。 

✓✓✓✓    ✓ 

目に見える埃、土、砂、ゴミ、汚れ等がない状態を

維持し、不快感（見た目、悪臭等）を与えず、衛生

的な状態が保持されている。 

✓✓✓✓    ✓ 

消耗品の補充が適切に行われている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

発見された清掃道具等の不具合が適切に処理さ

れている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ － 
 

 

Ｃ Ａに該当しない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・清掃が行きとどいており、利用者からの評判も良く全

職員が TCH 内外の美化に努めている。 

・毎朝開館前に委託業者がトイレ、部屋及び外回り等を

清掃している。作業従事者は、TCH の元スタッフでもあ

るため、隅々まで目配りをしてくれている。 

・開館中は、スタッフにとって TCH は我が家であるとの

意識のもと細部まで目を行き届かせるなど細心な注意

をもって、随時に外回り、館内見回り、清掃及び部屋使

用後の点検や文具類等の補充を遺漏なく的確に行って

いる。また、飲食等による汚れの除去並びに図書等の

整理整頓を行っている。 

・小中学生の利用マナーの悪さには即時注意し改善に

あたっている。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

【特記事項】 

各部屋清掃点検表は、１班 3 名の２班６名のスタッフの、実施 

報告書で確認した。小中学生の利用も多いが、スタッフの日常

の努力により、目で見えるゴミ、汚れが無く衛生的な状態が保持

されている。 

 

花壇の水撒きは時刻を記入して、日常の手入れを実施してい

る。 

 

時間帯別の巡回点検時にトイレットペーパー等消耗品の補充・

確認をしている。 

『各部屋清掃点検表』 『月末清掃チェックリスト』 を活用して、 

スタッフが清掃を実施している。 
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Ⅱ-4 警備業務  

 安全で安心感のある環境を確保しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

B に該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

鍵の管理方法が明確になっている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

日常、定期的に館内外の巡回を行い、事故や犯

罪を未然に防止するように努める。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事業計画書のとおり業務が実施されている（機械

警備の設置状況の確認等）。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・各部屋の利用開始前と利用後の点検、鍵の開鍵・施

錠をスタッフが行い、閉館時のスタッフ点検後は、館長

または副館長が最終点検と施錠を行っている。（閉館

以降は警備会社に業務委託している。） 

・スタッフの TCH は「我が家同然」との意識のもとに日

常業務にあって細心な注意をもって施設の館内外を巡

回し破損箇所等の発見に努め、全員が事故を未然に

防ごうという高い意識と責任感を有して対応している。 

・職員・スタッフは事故を未然に防ぐため常にマナーの

悪い利用者（特に小中高学生）に対する注意を根気よく

行っている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】  

鍵の管理方法が明確になっており、施錠ができるキーボックス

に保管されている。 

 

日常、定期的な館内外の巡回点検は、『巡回点検記録』で確認 

できる。 

 

機械警備の定期点検は、19.6.2 付の『保守点検記録』で確認 

できる。年１回実施している。 
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Ⅱ-5 外構施設の保守点検業務 

⇒該当施設のみ評価を実施する 

 外構施設が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現されているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

目に見える損傷等がなく、利用者が常に安全に利

用できる状態に保たれている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

発見された不具合が適切に処理されている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事業計画書のとおり業務が実施されている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・空調室外機は、定期的に（年２回）点検実施しており

問題発生はない。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

外構施設は特に問題となる箇所は見当たらず良好に管理され

ている。 

 

小中学生が建物の裏側などに入り遊ぶのを防止するため、通路

に工夫した立て看板を立て、注意喚起をしている。 
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Ⅱ-6 植栽・樹木等の維持管理業務 

⇒該当施設のみ評価を実施する 

 施設内の植栽・樹木等が適切に管理され、利用者が快適に過ごせるような良好な景観が保たれて

いるか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

落葉や雑草の繁茂等が放置されておらず、美観

が保持されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

植栽に不具合が生じた際は適切に処理されてい

る。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事業計画書のとおり業務が実施されている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・水道道からの進入路は、利用者及び住民から「フラワ

ーロード」と愛称され親しまれている。また、TCH 周囲

の花壇・植栽は利用者にやすらぎを与えている。これら

の維持管理は地元住民によるボランティア活動及び

TCH職員・スタッフによって支えられている。（TCHは公

園敷地内に設置されているため樹木剪定に関しては、

旭区土木事務所が当たっている。） 

また、水道道入口部分に TCH への案内看板を設置し

迷うことのないよう配慮している。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

建物周辺の植栽は職員が日常的に点検し、適切に美観が保持

されている。 

 

TCH は公園敷地内にあるため樹木剪定は、旭区土木事務所が

行い、電線に架かった枝は東京電力が整枝している。 

 

TCH 周辺の花壇・植栽の維持管理は地元住民のボランティア 

活動と職員・スタッフでおこなわれている。 
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Ⅱ-7 ゴミゼロ推進運動への取組 

 横浜Ｇ30プランに則ったゴミゼロ推進運動へ取り組んでいるか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

ごみの発生抑制に取り組んでいる。 ✓✓✓✓    ✓ 

再利用・再使用に取り組んでいる。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

リサイクルに取り組んでいる。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・「ヨコハマは G３０」のポスターを掲示し啓発に努めると

ともに、G３０の趣旨に則り次の作業を通じてリサイクル

に取り組んでいる。 

 

① 色紙と白紙に分類している。 

② 裏が白紙の不要チラシ等は、メモ用紙として再利

用している。（個人情報の記載ある用紙は、シュレ

ッダー細断している。） 

③ プラスチックと燃えるゴミを分けている。 

④ TCH では、ゴミ分別拡大とゴミ減量を推進するた

め、ゴミ箱を設置せず利用者にゴミ持ち帰りを周

知しているので、ゴミが放置されていることはほと

んどない状態となっている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

G３０のポスターを掲示し、ゴミゼロ推進運動に取り組んでいる。 

利用者が出すゴミは原則持ち帰りを実施している。 

 

事務所内でもプラスチックと燃えるゴミを分別している。 

 

色紙と白紙に分け、白紙のチラシ等はメモ用紙として再利用して

いる。 
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Ⅲ．運営業務及びサービスの質の向上 

 

Ⅲ-1 利用実績及び施設の稼動率 

評価実施直前の 2 年間の施設稼働率及び利用実績の推移につき、半期毎(4 月から 9 月、及び 10

月から3月)の状況を確認する。 

 

（1）施設の利用者数 

全体 団体利用 個人利用 
期間 

施設稼働率 総利用者数 利用者数 利用者数 

Ｈ１８ ４～ ９月  ３３・４％ １９，９１１人 ４，５６４人 １５，３４７人 

Ｈ１８ １０～３月 ３８．２％ １９，６３６人 ５，２９５人 １４，３４１人 

Ｈ１９ ４～９ 月 ３５．６％ １９，９７４人 ４，７５３人 １５，２２１人 

Ｈ１９ １０～３月 ３７％ １６，７１６人 ４，５９２人 １２，１２４人 

 

（2）利用内訳 

部屋については、施設の実態に合わせて記載する。 

 

団体利用 個人利用 部
屋

 

期間 
施設稼働率 利用者数 利用者数 

H１８ ４ ～９  月 ４８．２％ ２，８３５人 利用内訳を次回確認   人 

H１８ １０ ～３  月 ５３．０％ ３，２３１人 人 

H１９ ４ ～９  月 ４９．２％ ２，７０２人 人 

多
目
的
室

 

H１９ １０ ～３  月 ５３．３％ ２，５７１人 人 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

集
会
室

 

１ 

H１９  １ ～３ 月 １４・０％ ２２５人 

H１８ ４  ～９  月 ３１・６％  １，１５２人 

H１８ １０  ～３  月 ３６・８％ １，３７７人 

H１９ ４  ～９  月 ３８．９％ １，４７５人 

集
会
室

 

２ 

H１９ １０  ～３  月 ３８・５％ １，２９１人 

H１８ ４  ～９  月 ２０．４％ ５７７人 

H１８ １０  ～３  月 ２４．８％ ６８７人 

H１９ ４  ～９  月 １９．６％ ５７６人 

和

 

室

 

H１９ １０  ～３  月 １９．４％ ５０５人 

 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．運営業務及運営業務及運営業務及運営業務及びびびびサービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上    
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（利用内訳続き） 

団体利用 個人利用 部
屋

 

期間 
施設稼働率 利用者数 利用者数 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

H   ～  月 ％ 人 

 

H   ～  月 ％ 人 

 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・自主事業は、地域及び時代趨勢を見極めながら

幅広いニーズに対応するよう計画している。実施

後は事後グループとして TCH で活動しているが、

TCH の利用の促進、地域定着・密着化に寄与して

いる。 

  

 

 

 

 

【改善すべき点・課題】 

夜間利用率の向上方策を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

１８年度から１９年度が若干減少している理由として、１８年は

パソコンに入っているゲームに多くの中学生が来館したが、 

途中パソコンが故障してしまい、これを機にゲームの利用を 

中止した為。 

 

自主事業等で集会室の利用人数は１１８％の伸びである。 
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Ⅲ-2 利用しやすい受付案内の実施 

 利用者が利用しやすい受付案内を実施しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

受付窓口を設置し、受付スタッフがいる。 
✓✓✓✓    ✓ 

電話やＨＰ等により、利用相談を受付けている。 ✓✓✓✓    ✓ 

スタッフが利用者の相談に適切に対応できるよ

う、応対サービス等の研修体制を確立している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

利用者に分かりやすく説明できるよう、説明資料

を用意している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・受付が正面にあり、利用者が分かりやすくなってい

る。 

・利用申込状況をボード掲示し、利用者の公平な利用

及び空き状況が即時に分かるようになっている。 

・外部専門家による接遇研修を実施し、電話でも丁寧

に応対するよう心掛け「親切にありがとう」の言葉もい

ただいている。 

・月１回のスタッフミーティング及び OJT で日頃から窓

口対応での問題点・課題等につき研究し、話し合い、よ

り良い接遇態度の研鑽に努めている。 

・利用に際しては、利用者に部屋のインターホーン及び

子機で使用中での問題発生等の連絡を受けチェックす

るとともに利用者との密接な連絡体制がとれている。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

受付は玄関を入って正面にあり常時スタッフがいて、利用者も 

目に付きやすいこと、来館者が利用申込状況をボードですぐ見

え、空き状況がよくわかる状態になっている。 

 

利用案内や自主事業のチラシ・パンフレットが、利用者に見やす

く分かりやすいよう配慮されて置かれている。 

 

月一回のスタッフミーティング及び OJT で日頃から窓口対応の 

問題点・課題等につき研究し、話し合ってより良い接遇対応の 

研鑽に努めている。 
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Ⅲ-3 適切な利用情報の提供 

 すべての利用者が等しく利用情報を得ることができるよう、適切な利用情報の提供を行っている

か。 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

サービスの情報や施設利用案内を記載したパン

フレット・掲示物等を作成している。 
✓✓✓✓    ✓ 

情報提供に当たっては、わかりやすい言葉遣い

や写真・図・絵等を活用し、誰にでもわかるような

工夫を行っている。 

✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

見学などの希望に対応している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

 指定管理者の名称や指定期間、概要等について

館内の掲示板やＨＰ等で利用者に周知している。 
✓✓✓✓    ✓ 

 事業計画書・事業報告書を公表している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・TCH は我が家同然という意識のもとに「来て良かっ

た。また来てみたい」というモットーの実現化に向けて

日々深化への努力につとめモットーを全員ネームカー

ド記載及び館内掲示している。 

・小学校の社会科勉強の為の施設見学に館長・副館長

が説明案内に対応し、またTCH利用リーフレットを作成

し配布するとともに、窓口にも設置している。 

・個人利用者に対しては、受付窓口で個々に自主事業

等の最新情報提供に積極的にあたっている。 

・自主事業計画及び事業報告については、窓口に資料

を設置するとともに HP にも掲載し公表している。 

・ニューカマーに対しては、特に丁寧度をアップして事

業・利用方法等細部にわたり説明するよう配慮してい

る。 

・指定管理者制度については、制度趣旨・期間が明示

されたポスターを掲示し周知を図っている。 

・障害者対応策について（社）リハビリテーション事業部

と検討会を開催している。 

【改善すべき点・課題等】 

現在までのところ障害者利用及び事業はないが、点字

による案内表示、スタッフによる手話対応可能な体制

等の実現に向け地元代表も含めたロードマップ作成が

必要である。 

【特記事項】 

指定管理者の名称・指定期間・概要が明記されたものが掲示 

されている。   

 

自主事業、事業報告書、コミュニテイハウス運営委員会議事録 

利用者会議議事録を公表閲覧出来る。 

 

利用案内や自主事業のチラシ・パンフレットが、利用者に見やす

く分かりやすいよう配慮されて置かれている。 

 

小学校の社会科勉強で施設見学があり、館長・副館長が説明対

応している。 

H19.6.20.   鶴ヶ峰小学校３年生   ９１名 

H19.7.5.    今宿小学校２年生    ２０名 

H19.10.17.   今宿小学校３年生    ３５名 

H19.10.23.   今宿小学校３年生    ３５名 
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Ⅲ-4 広報・ＰＲの実施 

 当該施設について、広報誌やＰＲ誌を作成するなど、具体的な取組を実施し、潜在的な利用者に

アピールしているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ａ 広報誌やＰＲ誌を作成するなど、積極的に広報・Ｐ

Ｒ活動を実施している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ - 
 

 

Ｃ 広報・ＰＲ活動は行っていない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・自主事業、新刊図書案内につき「TCH ニュース」（年３

回発行、自治会・２６町内会団体）配布及び「チラシ」の

窓口配布また、TCH の HP 及び「広報よこはま旭区版」

掲載を通じて PR しているとともに、更に地域ケーブル

TV（YCV）における自主事業活動状況等の放映を通じ

て周知化を図っている。 

・TCH で活動している団体を一覧表示し、会員募集団

体については利用者からの照会依頼があった場合に

紹介活用している。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では、特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

《TCH ニュース》(年３回発行)は自治会、２６町内会、館長会に 

配布と、本町掲示板への掲示と館内に並べるなど約 1,300 枚 

を発行している。 

 

地元ケーブルテレビ（YCV）などに情報を提供し、HH20 年5 月14

日～5 月 20 日に “地域密着”で『こどものフラダンス』事業が放

映され、『こども木工教室』『お母さんにお花を贈ろう』や『父の日

プレゼント』などがテロップで流されるなど、地域住民に周知され

好評だった。 

＝伊藤副館長に再確認 
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Ⅲ-5 サービス水準の確保 

 個々のサービスについて、対応職員によって格差が生じないよう、施設のサービス水準を確保す

るための取組を行っているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

施設のサービス水準を確保するため、標準的な

業務実施手順や注意点等がわかりやすく明文化

（マニュアルの作成等）されている。 

✓✓✓✓    ✓ 

全職員が一貫した認識を共有した上でサービス

を提供している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

職員の意見を取り入れながら、標準的な業務実

施手順等をスタッフミーティング等において定期

的に見直している。 

✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

職員向け TCH 利用のマニュアルにもとづき、日常の館

内業務に関する熟知のもと利用者サービス向上につな

げている。また、「来てよかった。又来てみたい。」のモ

ットーのもとに TCH は、スタッフにとり我が家同然との

意識の高揚、それに伴う細部にも目が行き届いたサー

ビス（接遇）度合が日々向上している。 

① 毎日スタッフの引継に館長または副館長が参加

し、ミーティングを行い情報の共有化及び確認をし

ている。 

② 毎月１回（休館日を活用）開催する職員・スタッフミ

ーティングで反省点及びモットーの実現のための

課題等につき全職員が熟知し、利用者へのサー

ビス向上につなげている。また、これらのことを通

じてマニュアルの改良等を行い相互に確認し、形

骸化・形式化を回避し、キメ細かい利用者サービ

スに適合させるため日々努力している。 

③ 外部専門家による接遇研修を通じて好感度の高

いスタッフ養成・向上を期すとともに他の施設にお

ける情報を収集し業務遂行に活かしている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

日々の努力を怠らず、さらに心の通った温かく質の高

いサービス向上を目指していく努力をしていく。 

 

【特記事項】 

TCH 利用のマニュアルには、日常の業務マニュアルが明記され

ていて、全職員が業務を熟知して利用者サービス向上に努めて

いる。 

 

毎日スタッフの引継ぎには館長または副館長が参加し、情報の

共有化を図っている。 

 

TCH のモットー【お客様に快適に、そして満足していただくこと】 

を全職員が一貫した認識を共有した上でサービスを提供してい

る。 

 

月 1 回のスタッフミーティングは、反省点やモットーの実現のた

め課題に取り組んで利用者へのサービス向上につなげている。 

又業務マニュアルの見直し、徹底を図っている。 

 

平成１９年５月・８月・９月・１１月平成２０年１月・３月のスタッフ 

ミーティングで接遇研修を行なった。 
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Ⅲ-6 職員間での情報共有化 

 職員間で、適切に各種情報の共有化が実現されているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

情報の流れが明確にされ、必要な情報が職員に

的確に届くような体制が整備されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

職員間で、情報共有を目的とした定期的な会議

（スタッフミーティング等）が開催されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

毎日記載している「業務日誌」及び案件毎にファイルし

ている「引継書」並びに「お客様の質問・要望、利用違

反」等につき引き継ぎ時を通じて全員が認識し、目を通

し、情報の共有化及び現状把握に努めている。（この積

み重ねによって館の理想的な運営、サービスの向上に

資している。） 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

「業務日誌」「事務連絡」「お客様の質問・要望、利用違反」に 

職員全員が目を通すことで情報を共有している。 

 

スタッフミーティングで、情報共有を目的として開催された会議

の議事録で確認出来る。 

 

情報共有を目的として開催されるスタッフミーティングは

H20.7.22.に開催の議事録で確認できる。 

次回は H20.9.16 を予定している。 
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Ⅲ-7 個人情報の保護 

 個人情報の保護に対する体制が整っているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次の項目に該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

横浜市が規定する個人情報取扱特記事項につい

て、年 1 回以上点検・評価を行っている。 
✓✓✓✓    ✓ 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な

手段で収集し、目的以外に使用していない。 
✓✓✓✓    ✓ 

個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル

等が整備され、管理責任者が特定されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止、

その他の個人情報の適正な管理のために必要な

措置を講じている。 

✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 

個人情報の取扱いについて、職員等に対する研

修を年 1 回以上実施し、個別に誓約書を取ってい

る。 

✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・個人情報保護取扱いについては、制度・TCH での対

応等総論的理解のための研修を実施し、チェックリスト

回収、誓約書の提出を行った。また、定例的開催する

スタッフミーティング及び OJT により実際例にもとづき

理解度を深めていく。館内に個人情報に関する TCH と

しての基本姿勢の掲示、利用申込書余白欄に目的外

使用しない旨のを表示、パソコンは、暗証番号でセキュ

リティーをかけている。 

・「団体登録簿」その他個人情報に係るものは全て施錠

できる所に保管しており廃案についてはシュレッダー処

理している。 

・団体登録のうち、了承を得て会員募集しているサーク

ル団体に限って閲覧対応、公表している。利用者の個

人情報聴取は必要最低限度にとどめている。 

・他の施設で発生した個人情報漏洩の新聞記事を当施

設の出来事として捉え、注意を喚起するため全員に説

明し、記事を回覧している。 

・管理責任者は館長としている。 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

【特記事項】 

個人情報の取り扱いに関して、館長が管理責任者として特定 

されている。 

平成 20 年 5 月 28 日から 6 月 2 日まで 6 回で、館長１名・副館長

１名・スタッフ６名・アルバイト（補助指導員）２名の合計１０名全

員が個人情報取扱いの研修を受け、個別に誓約書を取ってい

る。 

職員全員に対する個人情報取扱いの研修で、次のような 

・個人情報を聞いてしまった時はどうする 

・図書貸し出しの個人情報はプリントアウトしない 

・住所・電話番号は目的以外には使用しない 

など当館で発生すると思われる事例を、館長が質疑応答で 

各人に研修し、館長の作成した理解度テストで研修を行なって 

いる。 

利用申込書は年度末にシュレッダーで廃棄処理している。 

団体利用申込書や図書カード作成時の情報は施錠出来る所へ

保管し、パソコンは ID パスワードを使って管理し、盗難防止のチ

ェーンを装着している。 
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Ⅲ-8 事故防止対策への取組 

 事故防止のための体制の構築・取組を行っているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

過去に発生した事故の内容や対応内容（事故発

生の例がない場合は、他類似施設等における事

例の収集など）をもとに、原因分析を実施し、改善

のための対応を行っている。 

✓✓✓✓    ✓ 

事故防止のチェックリストやマニュアル類を用い、

施設・設備等の安全性やサービス内容等をチェッ

クし、必要に応じて改善している。 

✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

事故防止策の研修等を実施している。 

✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事故防止のチェックリストや事故防止・事故対応

マニュアル等を整備している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・その日に起こった事故等は、業務日誌に記載し、情報

の共有化を推進している。原則として２時間毎に館内

外を巡回しチェックシートに記載している。 

定期的に消防署の指導のもとに防災訓練を実施してい

る。また、利用者及び全職員が参加して AED 使用講習

を行った。 

・他の施設で発生した事故に関する新聞記事を当館の

出来事として捉え、注意を喚起するため全員に説明し

記事を回覧している。TCH で発生した軽微な事故等

は、原因を分析してヒヤリハット集にまとめ再発防止に

努めている。 

・夜間返却 BOX を新設し、センサーを付設（近隣住民

篤志家から寄贈）サービス向上と同時に無街灯への安

全対策に資することを図っている。 

・事故防止チェックについては業務日誌を活用し、マニ

ュアルに関しては、緊急連絡網（事務室掲示）により即

時対応する体制が整っている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

【特記事項】 

毎日の出来事、事故等は必ず業務日誌に記載し職員全員が 

情報を共有している、また館内外巡回を原則として 2 時間ごとに 

実施している。 

館内外の不安定箇所や状況の把握を実施している。必要に 

応じ、即改善をしている。 

 

他の施設等で発生事例も、当館の事故防止対策に役立て、か

つ事例研修として職員に徹底している。 
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Ⅲ-9 事故発生時の対応体制の構築 

 事故発生時の対応体制が確立しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

施設内で、事故対応責任者が明確になっている。 
✓✓✓✓    ✓ 

発生した事故内容等についての記録を作成して

いる（ヒヤリ・ハット集の作成）。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

事故対応策の研修等を実施している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事故発生時の連絡体制を確保している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・全職員の緊急連絡網を作成し、事務室内に掲示し、

万一に備えている。 

また、毎日、毎時間帯毎の引き継ぎ時には、必ず事故

対応につき確認を実施している。さらに全体的には毎

月開催するスタッフミーティングにおいて、反省点・改良

点等ヒヤリハットの加除修正確認を行なっている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

職員緊急連絡網・施設防災組織表で館長が事故責任者と 

特定されている、また運営委員会の緊急連絡網と一緒に掲示 

されている。 

 

定期的に旭消防署の指導のもと防災訓練を行っているが、 

H１９．１０．１５には利用者及び全職員が参加してAEDの取扱い 

方の講習を受講した。 

 

発生した事故内容等は、『鶴ヶ峰コミュニティハウス・ヒヤリハット

事例集』として「引き継ぎ書」に記入している。 
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Ⅲ-10 災害発生時の対応体制の構築 

 災害発生時の対応体制が確立しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

防災マニュアル等に基づき、避難訓練や防災訓

練等を最低年に 2 回は実施している。 ✓✓✓✓    ✓ 

災害時の連絡体制や職員の役割分担等が明示さ

れている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

地域や関連機関との連携体制を整備している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 防災に関するマニュアル等が整備されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・緊急時対応マニュアルを作成し、消防訓練を原則春・

秋季各１回定期的に消防署の協力を得て行っている。 

・スタッフを含めた緊急連絡網の作成・表示 

・AEDの導入に伴い、緊急救命講習会を実施している。 

・避難路の確保を表示している。 

・年２回消防設備点検を専門業者に委託実施し、消防

計画及び点検結果を消防署に提出している。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

職員対象だけでなく、利用者を含めた避難訓練の実施

を検討していく。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

旭区鶴ヶ峰コミュニティハウス防災計画としてマニュアルがあり 

目的・適用範囲・防災管理者の権限と義務・予防管理対策・休館 

日・夜間の火災異常対策が明記されている。 

 

消防訓練は春・秋定期的に旭消防署の協力で実施されている。 

年２回消防設備点検を専門業者に委託実施し、消防計画及び点

検結果を旭消防署に提出している。 
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Ⅲ-11 利用者の意見・苦情を抽出する仕組みの構築 

 利用者が意見や苦情を述べやすい環境を整備しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

利用者が苦情や意見を述べやすいよう、窓口（ご

意見箱の設置、ＨＰでの受付等）を設置している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

利用者からの苦情や意見等が寄せられた際に

は、内容を記録し、対応策を実施している。 ✓✓✓✓    ✓ 

次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供

している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 

ご意見ダイヤルに意見等が寄せられた場合、そ

の対応方法等につき公表している。 
✓✓✓✓ ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・「ご意見ダイヤル」については、制度の趣旨・システム

につき HP 及び関連資料を回覧して全職員に周知を図

り、周知用ポスターを館内掲示板に掲示している。（掲

示依頼１９・１１．１９）（制度発足以来該当案件なし。） 

・「お客様の声」ポストを設置し、各種要望等に関して

は、実施可能なものは、即対応するとともに館長名で

回答文を掲示している。 

・利用マナーに関しては、苦情以前に対応し、同時に各

テーブルに注意書きを置くとともに相互に注意喚起して

協力要請している。（注意書きについては、施設狭隘故

美的観点から最小限度での掲示にとどめている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

【特記事項】 

「ご意見ダイヤル」の案内・対応方法を館内に掲示している。 

 

「声のポスト」を設置し、『苦情対応状況報告書』として館長名で 

回答を掲示公表している。 

 

H19.6.1～H19.12.19 に投稿のあった 12 件は全て「声のポスト」に 

あったものである。 
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Ⅲ-12 利用者の苦情解決体制の構築 

 利用者の意見、苦情等を受けて、迅速に対応できる体制を構築しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

利用者に対し、苦情等への対応手順、担当者等

が明確にされている。 ✓✓✓✓    ✓ 

苦情解決の仕組みを利用者等に周知している。 
✓✓✓✓    ✓ 

苦情等の内容を検討し、その対応策を講じてい

る。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

苦情等への対応策について、利用者へ公表して

いる。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】    
・利用者からの苦情は即座に対応するとともに業務日

誌に対応したことににつき記入し全職員に周知するよ

うにしている。スタッフが２時間毎の点検時に「お客様

の声」BOX を点検回収しており苦情対応担当は特定し

ていない。また、窓口での直接苦情については、案件

の軽重によって館長または副館長が対応することとし

ているが、実際例は、これまでの間皆無である。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

苦情解決の対応と仕組みについて掲示し、利用者にも公表して

いる。 

 

利用者からの苦情の対応は業務日誌にも記入し全職員に周知 

徹底し、その結果は『苦情対応状況報告書』として館長名で 

回答を掲示公表している。 
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Ⅲ-13 利用者アンケートの実施 

 サービス全体に対する利用者の満足度を把握し、課題がある場合には対応策を講じているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

利用者アンケートの結果を公表している。 
✓✓✓✓    ✓ 

利用者アンケートからサービスに係る課題を抽出

している。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

利用者アンケートから抽出した課題への対応策を

講じ、改善している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ サービス全体に対する利用者アンケートを最低、

年 1 回以上実施している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・年１回全体的な利用者へのアンケート実施の他、利

用者サークル発表会及び自主事業毎の終了後のアン

ケート実施並びに、「声のポスト」に寄せられた各種サ

ービスに関する要望等の中から抽出し、与条件に合致

するものにつき検討し実施している。 

・アンケート結果については、館内に掲示するとともに

運営委員会にも報告している。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】  

H２０年１～２月に利用者アンケートを実施して３月に集計結果を 

公表した。スタッフの対応について、９２％の高い満足度であっ

た。 

 

アンケートから抽出した課題は合計２１件あった。 

① 部屋の予約について   １２件 

② 図書について        ２件 

など各項目について検討し改善した。 

 

今年度のアンケートは H２１年１～２月に実施を計画している。 
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Ⅲ-14 利用者会議の開催 

 利用者代表からなる利用者会議を開催し、利用者の意見や課題がある場合には対応策を講じてい

るか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 
✓✓✓✓    ✓ 

利用者会議での検討内容を公表している。 
✓✓✓✓    ✓ 

利用者会議からサービスに係る課題を抽出して

いる。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

利用者会議から抽出した課題への対応策を講

じ、改善している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 利用者代表からなる利用者会議を、最低年 1 回

以上開催している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・年１回開催している利用者会議では、館利用促進方

策・協力要請、会員増促進策及び相互間での情報交換

を目的としている。 

・要望・課題については、与条件をチェックしたうえで即

実行している。 

① 利用団体一覧の自由閲覧については、以前は

受付で申込があった場合のみに対応していた

が、個人情報保護の見地から必要最小限度にし

たうえ自由に閲覧できるよう改善している。 

② ミニギャラリーの新設に伴う展示協力要請 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

利用者会議は、館利用促進方策・協力要請、会員増促進策及び

相互間での情報交換を目的として年一回開催され、議事録・検

討内容を公表している。平成１９年度は、H20.1.12.に開催され

た。 

 

抽出した課題の対応策を実行したものに次の事例がある。 

① 利用団体一覧の自由閲覧については、以前は受付で申

込があった場合のみに対応していたが、個人情報保護

の見地から必要最小限度にしたうえ自由に閲覧できる

よう改善している。 

② ミニギャラリーの新設に伴う展示協力要請に応えた。 
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Ⅲ-15 自主事業の適切な実施 

⇒該当施設のみ評価を実施する 

 利用者の望む自主事業を適切に実施しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

自主事業の対象者は各年齢層を網羅し、世代間

交流を考慮している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

定期的に自主事業の見直しを実施し、地域住民

や利用者のニーズを反映させている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 事業計画書のとおり、事業が実施されている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・未就学児から高齢者まで幅広い階層を対象とした事

業を実施しており、また、特に育児支援及び中長期的

観点を見据えて世代間の交流支援にも視野に入れ親

子で参加できる事業（ちびっこランド子供木工教室や子

供フラダンス等）を実施している。 

・事業終了後その都度アンケートを実施し利用者ニー

ズの把握に努める一方時代趨勢を反映したもの、館の

施設規模に適合するもの等の中から抽出し、検討を加

え事業実施している。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

未就学児から高齢者まで幅広い階層を対象とした事業に 

  *子供の木工教室（母親と子供） 

  *子供のフラダンス 

  *茶友会(小学生の茶道教室) 

*幼児の３B 体操 

*毎月第１月曜日に「ちびっこランド」 

などがあり、合計１３事業と発表会を実施している。 

 

《来てみたい！来てよかった！新しい発見・仲間！》と感じさせる

事業をめざしている。 

 

現存する 57 事業の中から 20 事業がサークル化したが、その中

で、 

   *３B 体操（ボール・ベル・ベルダー） 

   *コール浜辺（コーラス）） 

*デジカメ・パソコン講座 

などが好評である。 

 

事業終了後その都度アンケートを実施し利用者ニーズの反映に

努めていている。 

 

 

 



横浜市コミュニテイハウス評価シート 

29 

 

Ⅲ-16 自主事業における独自の工夫等 

⇒該当施設のみ評価を実施する 

 施設目的を達成するため、施設を最大限活用するため、また利用者ニーズに対応するために独自

に工夫している点を抽出する。工夫が見られない場合には、その旨についても記述する。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

生涯学習支援、事後グループ編成支援、地元在住の

人材発掘活用及び地域活性化に資することを目的と

して 

① 育児支援のための親子と未就学児も参加でき

る事業を２本企画実施し好評を得た。 

② ほぼ１００％事後グループが編成され利用向上

に資している。 

③ 講師には最大限地元在住の人材を活用するこ

ととしている。 

④ 自主事業終了後は、事後グループの育成を支

援、かなりのグループが継続してサークル活動

をしている。 

⑤ 設備面では、最大限の鏡を新設したためフラダ

ンス、３B 体操（幼児のための３B 体操計画中）

や着物着付け等の事業及び自主グループ活動

の利用者にとって技能向上に資することができ

ている。 

⑥ 学習室（２２㎡収容人数１６名）は、狭小ではあ

るが、他の利用室から隔絶されており静寂であ

るため主として高校生以上の利用者にとって愛

着をもたれ利用者数も増加傾向にある。 

⑦ TCH 設置場所周辺が鎌倉時代の武士、畠山重

忠終焉の地であるため、壁面を最大限活用して

（１階ギャラリー設置）郷土史家から寄贈を受け

た写真資料を展示しているが、これらの資料

は、唯一 TCH だけのもので郷土史的にも貴重

なものとなっている。 

【特記事項】 

〇自主事業は現在５７件があり、施設規模からみても沢山

の活動となっている。内訳では、手芸（１２）、 

ダンス（１０）、美術（９）、音楽（８）、学習（８）、その他 

（１０）、となっており、幅広く利用者ニーズを反映し、参加

する利用者の世代層も充分考慮した内容となっている。 

 

〇施設運営に地域住民の参画、協力体制を築くことに意図

的に長年努めてきたことが、今日自主事業の展開、実施

にも大きな力となっている。 

＊自主事業に対する地域住民の建設的な意見、要望

や反応 

＊地元住民が講師として協力 

＊他の施設にも、自主事業の先生としてメンバーが参

加するなど施設間の協力支援を実施 

     コール浜辺（コーラス） 

 

〇施設の設備面では費用を捻出努力して、大型の 

フィルムミラーを設置。利用者ニーズに応えて好評を得

ている。 
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Ⅲ-17 書籍の貸出、購入及び管理 

⇒該当施設のみ評価を実施する 

 図書スペースがある場合、書籍の貸出、購入など適切な管理運営を行っているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

貸出数の確認や返却状況の把握など、適切な管

理を実施している。 ✓✓✓✓    ✓ 

蔵書情報を市に提出している。（蔵書検索システ

ムのため） ✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

図書は適切に整理整頓が行われ、利用者が探し

やすいよう分類されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・貸出、返却に関しては、全職員であたっている。 

・勤務時間を活用して新規購入書籍・雑誌等のラベリン

グ、PC 入力、修理等の図書整理をしている。 

・日常的には、スタッフ等が、合間を見て書架の整理・

清掃等を行っている。 

・新規購入書籍については、TCH ニュース（年３回発

行）に掲載し、自治会、町内会２６団体に配布している

一方 HP にも掲載している。 

また、蔵書状況は、市立図書館 HP にリンクさせ利用者

に便宜を図っている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現有書籍は最大限現状保有することを目標としたうえ

で、リサイクル活用方策や廃棄等基準については、慎

重に設定規定することを原則として他の施設と比較考

量・連携したうえで行う必要がある。 

 

 

【特記事項】 

図書の貸出し、返却は全職員があたっていて、新規購入書籍・

雑誌等のラベリング、PC 入力、修理等の図書整理をしている。 

また書架の整理、清掃も日常的に行なっており、行き届いてい

る。 

 

TCHニュース（年３回発行）に新規購入書籍リストを掲載し、自治

会、町内会２６団体に配布している。 

蔵書状況は、市立図書館HPにリンクさせ利用に便宜を図ってい

る。 

 

H20.2 月から図書返却時間を休館日及び 21 時以降でも返却出

来るよう変更し、館の入り口に返却ボックスを新たに設置、且つ

感知スイッチで点灯するスポットライトは地域住民が寄贈してく

れたので夜間でも返却ボックスが見やすくなり、利用者への 

サービス向上となった。 
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Ⅳ．地域及び地域住民との連携 

 

Ⅳ-1 地域や地域住民との交流・連携の取組 

 地域や地域住民との交流・連携に関する取組を実施し、地域交流の支援を実施しているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

地域住民、町内会、自治会等と情報交換を行って

いる。 
✓✓✓✓    ✓ 

地域住民の意見・要望を把握している。 
✓✓✓✓    ✓ 

人的資源や場所の提供を通し、各種地域活動へ

参加している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

区内の他施設と連携し、情報交換を行っている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・年１回開催している「利用サークル発表会」時、地元

婦人会及び地元民間企業等による喫茶コーナーの（軽

食も含む）設置・運営につきボランティア協力を得てい

る。 

・花壇の保守管理については、日常的に地元愛好家に

よるボランティア協力を得ていると同時に年１～２回

TCH 全職員との共同作業及び指導を受けている。 

・地元郷土史愛好家グループから特に畠山 重忠関係

と連携し、各種行事参加、写真等資料の提供を受け１

階写真ギャラリーを設置している。 

この写真資料は、TCH 唯一のものであり、郷土史研

究、郷土愛の醸成、歴史教育等にとり貴重な資料であ

り、地域住民を超えて大きく貢献・寄与している。 

・小学生による社会科教育の一環としての「町たんけん

グループ」来館時の積極的な協力。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

【特記事項】 

地区町内会連合会、地区連合町内会、町内会自治会連合会、 

学校長、指導員代表、PTA 代表、ボランティア代表、利用団体 

代表などが鶴ヶ峰コミュニテイハウス運営委員会の委員を務め

ており委員会を通じて情報交換を図っている。 

 

その中で具体的に協力を得ている事例として 

   *利用サークル発表会の時に喫茶コーナーがボランティア

による設置・運営された 

   *花壇や植栽の一部も、地元の愛好家のボランティア協力

で日常的に保守管理が行われている 

   *地元郷土史【畠山重忠】愛好家グループ  

との連携で、各種行事の参加・会議室展示への写真等資料の提

供を図っている 。 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．地域及地域及地域及地域及びびびび地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの連携連携連携連携    
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Ⅳ-2 委員会の設置・開催 

 地域の代表や利用者などで構成する委員会を設置し、意見等を施設運営に取り入れているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

委員会を開催している。 
✓✓✓✓    ✓ 

委員会での検討内容を公表している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ａ 

委員会で抽出された意見等への対応策を講じ、

施設の運営に取り入れている。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 地域の代表や利用者などで構成する委員会を設

置している。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

TCH 運営委員会は、地域住民の自主的な活動と相互

交流を深め、地域コミュニティーの形成を促進すること

を目的として、地元町内会、ボランティアグループ代

表、利用団体代表、小中学校等幅広い委員から構成さ

れ、年２回開催している。 

委員会で出された意見要望等に関しては、館独自対応

分と市対応分とに分けて検討している。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

鶴ヶ峰コミュニテイハウス運営委員会は会長１名、副会長 1 名 

監事 2 名、委員 12 名の計 16 名で年 2 回開催されている。 

 

平成１９年度は H19.6.10.と H20.3.14.に運営委員会が開催され

た。 

 

委員会の目的は地域住民の自主的な活動と相互交流を深め、

地域コミュニティーの形成を促進することで、地区町内会連合

会、地区連合町内会、町内会自治会連合会、学校長、指導員代

表、PTA 代表、ボランティア代表、利用団体代表など、幅広い 

委員から構成されている。 

 

委員会の検討内容、議事録は公表されている。 
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Ⅴ．収支状況 

 

Ⅴ-1 指定管理料の執行状況 

 指定管理料は適正に執行されているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ａ Ｂに該当した上、外部の監査を受けている。 ✓✓✓✓    ✓ 

次のすべてに該当する。 ✓✓✓✓    ✓ 

適切な経理書類が作成されている。 
✓✓✓✓    ✓ 

経理を担当する職員を配置している。 
✓✓✓✓    ✓ 

収支決算書に記載されている費目に関し、伝票

が存在する。 
✓✓✓✓    ✓ 

Ｂ 

通帳や印鑑などが適切に管理されている。 ✓✓✓✓    ✓ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

AAAA    

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・領収書等経理書類の保存管理を適切に行っている。

毎月初には、事務局の内容確認の精査を受けている。 

・必要最低限度の支出執行に努めている。 

・会計事務所に会計及び税務に関する教育・指導並び

に税務代理と申告書の作成等を委嘱している。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

現状では特になし。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

経理を担当する職員がいて、経理書類が適切に処理されていて 

通帳・印鑑は適切に保管されている。 

 

毎月初めに、事務局の内容精査を受けており、領収書等の経理

書類は、事務局を通じて税理士による監査を受けている。 

 

収支決算書に記載の費目から以下の伝票を確認した。 

H.19.5.7.         消火器            消耗品 

H.19.6.15.        図書購入           書籍代 

H.19.8.10. デジカメ・パソコン講師謝金（６回分） 自主事業 

H.20.1.24.         図書購入           書籍代 

H.20.3.7.    ミーティングチェアー１２脚      消耗品 

 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．収支状況収支状況収支状況収支状況    
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Ⅴ-2 収支決算状況 

 予算と決算に大幅な相違がないか。収入－支出がプラスになっているか。 

 

確認事項 

（予算収入 ２１，８３２，０００円） － （決算収入 ２２，１５９，４４９円） ＝ ―３２７，４４９円 

（予算支出 ２１，８３２，０００円） － （決算支出 ２１，４１０，５２１円） ＝  ４２１，４７９円 

（決算収入 ２２，１５９，４４９円） － （決算支出 ２１，４１０，５２１円） ＝  ７４８，９２８円 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【特記事項】 

平成１９年度は、予算収入と決算収入の差が生じた。

これは、事業収入と雑収入を予算化していなかったこ

とが要因である。 

平成２０年度は、予算に計上している。 

全体の収支状況は、人件費や管理費の節減で黒字

決算となった。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

平成１９年度予算収入（計画）に未計上のものがあるが平成

２０年は改善されている。 

 

収支状況は人件費管理費等の節減努力で黒字決算になっ

た。 

 

Ⅴ-3 ニーズ対応費の執行状況  

 ニーズ対応費の執行状況について、ニーズに対応した支出となっているか。 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ａ すべての項目について問題がない。          

Ｂ -   

Ｃ 一つ以上の項目で問題がある。  

該当該当該当該当なしなしなしなし    

 

該当該当該当該当なしなしなしなし 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

【特記事項】 
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Ⅴ-4 利用料金収入実績 

 事業計画書等で示した利用料金収入の目標値がどの程度達成されているか。 

 

事業計画書等で示した目標値 達成割合（利用料金収入/目標値×100） 

 

該当該当該当該当なしなしなしなし 

 

該当該当該当該当なしなしなしなし 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

 

【改善すべき点・課題】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

 

 

 

Ⅴ-5 経費節減の取組 

 経費節減のための努力を行っているか 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

事務連絡に関するコピー等は、原則として使用しない

こととしコピー機を使用した場合の裏紙はFAX用等再

利用し、職員、スタッフ全員が経費節減に取り組んで

いる。 

また、備品その他の小破修繕は、業者に頼らず、

可能な限り職員で行っている。室温は、温度・利用人

数等に応じて臨機応変な調節をしている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題】 

現状では特になし。 

 

 

 

【特記事項】 

・コピーや FAX 用紙の裏紙使用 

・電気代の節減では夏場の冷房装置温度「２８度」を 

 守るよう、利用者への協力を呼びかけ、リモコンに節電シ

ールを貼るなどして実行している。 

 

その他小修繕の、自前対応など日常業務の中で職員スタッ

フが全員で経費節減に取り組んでいる。 
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Ⅵ．その他 

 

 Ⅰ～Ⅴの評価項目では評価しきれなかった特筆事項（施設独自の工夫など）や改善すべき点につ

いて。 

 

指定管理者   記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・周辺住民にとって TCH は我が文化生活のための空

間であるとの意識が定着化し、関心度も非常に高い

ものとなっている。 

・スタッフの努力によって部屋利用の事前準備、引き

継ぎ及び事後の後片付けがスムーズに行われてい

る。 

・自主事業の定員オーバー時への最大限要望をかな

えるため、講師等に交渉したり狭小なスペースの中で

最大限度使用する工夫をして対応努力をしている。 

・業務遂行にあたり、運営委員会メンバー以外に区役

所、土木事務所（公園管理）、隣接プール、周辺住民

等との日常的な連絡連携を密接にとっている。 

・小学生（社会科教育で参観経験）によって主として母

親と同行して来館することが多くなり、子どもたちにと

っても学習や憩いの場所となっているようである。 

【改善すべき点・課題】 

① 運営協力費・・・団体利用時１回あたり２００円の

協力金を徴収（使途及び決算は運営委員会）して

いるが、使途については利用者への利益還元を

原則として考えるべく誰にも納得されるよう慎重

に検討している。 

② PC で有害サイトへアクセスしたり、トイレットペー

パーを持ち去ったり、足をテーブルに投げ出した

りする大人がおり、モニターで監視し即注意して

いるが、利用している他の大人がそのことに気づ

いたらせめて事務所に（利用ルール違反を目に

した時には連絡をとの協力要請文を館内に掲示

している。）しかしながら、現代世相の反映とも考

えるが効果はほとんどなく、全く我関せずの無関

心を装っている。現状の解決策に苦慮していると

ころである。 

【特記事項】 

当館の『基本方針』や『モットー』を、職員スタッフが日常業

務に染み込ませて利用者対応をしてきた結果、地域住民、

地域ボランテイア等の良好な協力、支援関係を築き運営さ

れています。 

 

フラワーロードの実現、自主事業の運営推進などが好事例

です。 

 

図書室に「鶴ヶ峰地域の古い写真等」の保存・展示をされて

います。又施設周辺には畠山重忠の活躍の石碑や案内標

識があります。 

施設利用地域の、郷土の移り変わりや歴史を語り継ぐ貴重

な資料の常設展示等の活動が楽しみでです。地域の自然

や歴史の再発見の機会がより一層、親しみやすい施設運

営の一助になればと思います。 

ⅥⅥⅥⅥ．．．．そのそのそのその他他他他    
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Ⅶ．評価結果のまとめ 

 

コミュニテイハウス評価結果一覧表 
施設名：横浜市鶴ケ峰コミュニテイハウス 
 

評価機関名：特定非営利活動法人 NPO リブグリーン 
 

評価項目 
指定管理者 

自己評価結果 

評価機関 

評価結果 
     

I．総則    Ａ Ａ 

1.施設の目的や基本方針の確立 地区センターの設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されており、職

員が理解しているか 

   Ａ 
Ａ 

2.施設目的の達成度 施設の管理運営を通して、施設目的を達成できているか    Ａ Ａ 

3.職員の勤務実績、配置状況 管理職を含む常勤職員及び非常勤職員の勤務実績、配置状況は適切か    Ａ Ａ 

4.職員のマナー 利用者が気持ちよく利用できるよう､利用者に対する職員の接客マナーは適切か    Ａ Ａ 

 

5.開館の実績 仕様書に定められた、もしくは事業計画書のとおり開館しているか    Ａ Ａ 
     
II．施設・設備の維持管理    Ａ Ａ 

1.建物・設備の保守点検 建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現されて

いるか 

   Ａ 
Ａ 

2.備品の管理 備品が適切に管理されているか    Ａ Ａ 

3.清掃業務 利用者が快適に利用できるような状態が保持されているか    Ａ Ａ 

4.警備業務 安全で安心感のある環境を確保しているか    Ａ Ａ 

5.外構施設の保守点検 安全性が確保され、良好な機能が保持されているか    Ａ Ａ 

6.植栽・樹木等の維持管理 利用者が快適に過ごせるような良好な景観が保たれているか    Ａ Ａ 

 

7.ゴミゼロ推進運動への取組み 横浜Ｇ30 プランに則ったゴミゼロ推進運動へ取り組んでいるか    Ａ Ａ 
     
III．運営及びサービスの質の向上    Ａ Ａ 

1.利用実績及び施設の稼働率 -   

2.利用しやすい受付案内の実施 利用者が利用しやすい受付案内を実施しているか    Ａ Ａ 

3.適切な利用情報の提供 全ての利用者が等しく利用情報を得ることができるよう、適切な利用情報の提供を

行っているか 

   Ａ 
Ａ 

4.広報・PR の実施 当該施設について、広報誌やＰＲ誌を作成するなど、具体的な取組みを実施し、潜

在的な利用者にアピールしているか。 

   Ａ 
Ａ 

5.サービス水準の確保 個々のサービスについて、対応職員によって格差が生じないよう、施設のサービス

水準を確保するための取組みを行っているか 

   Ａ 
Ａ 

6.職員間での情報共有化 職員間で、適切に各種情報の共有化が実現されているか    Ａ Ａ 

7.個人情報の保護 個人情報の保護に対する体制が整っているか    Ａ Ａ 

8.事故防止対策への取組み 事故防止のための体制の構築・取組みを行っているか    Ａ Ａ 

9.事故発生時の対応体制の構築 自己発生時の対応体制が確立されているか    Ａ Ａ 

10.災害発生時の対応体制の構築 災害発生時の対応体制が確立しているか    Ａ Ａ 

11.利用者の意見・苦情を抽出する仕組みの構築 利用者が意見や苦情を述べやすい環境を整備しているか    Ａ Ａ 

12.利用者の苦情解決体制の構築 利用者の意見、苦情等を受けて、迅速に対応できる体制を構築しているか    Ａ Ａ 

13.利用者アンケート調査の実施 サービス全体に対する利用者の満足度を把握し、課題がある場合には対応策を講

じているか 

   Ａ 
Ａ 

14.利用者会議の開催 利用者代表からなる利用者会議を開催し、利用者の意見や課題がある場合には対

応策を講じているか 

   Ａ 
Ａ 

15.自主事業の適切な実施 利用者の望む自主事業を適切に実施しているか    Ａ Ａ 

16.自主事業における独自の工夫等 -   

 

17.書籍の貸出、購入及び管理 図書スペースがある場合、書籍の貸出、購入など適切な管理運営を行っているか    Ａ Ａ 
     
IV．地域・地域住民との交流連携    Ａ Ａ 

1.地域や地域住民との交流・連携の取組み 地域や地域住民との交流・連携に関する取組みを実施し、地域交流の支援を実施し

ているか 

   Ａ 
Ａ  

2.委員会の設置・開催 地域の代表や利用者なで構成する委員会を設置し、意見等を施設運営に取り入れ

ているか 

   Ａ 
Ａ 

     
V．指定管理料の施行状況    Ａ Ａ 

1.指定管理料の執行状況 指定管理料は適正に執行されているか    Ａ Ａ 

2.収支決算状況 収入-支出がプラスになっているか    ＋ ＋ 

3.ニーズ対応費の執行状況 ニーズ対応費の執行状況について、ニーズに対応した支出となっているか   該当なし  該当なし 

4.利用料金収入実績 事業計画書等で示した利用料金収入の目標値がどの程度達成されているか 該当なし 該当なし 

 

5.経費節減状況 経費節減のための努力を行っているか   

ⅦⅦⅦⅦ．．．．評価結果評価結果評価結果評価結果のまとめのまとめのまとめのまとめ    
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評価総括 

項目 指定管理者自己評価 第三者評価機関特記事項 

I．総則 職員マナーには絶えず気を遣い利用者に対

しては、親切丁寧をモットーにしている。ス

タッフ引継ぎ時には職員と一緒にミーティ

ングを行い情報の共有化を図っている。職員

の窓口対応は利用者から好評を得ており、今

後も利用者満足度の向上を常に目指してい

く。 

職員スタッフは『基本方針』や『モットー』

を良く理解され実践されている。 

地域利用者のためになる施設として満足

度を高める管理運営に絶えず工夫努力

をしている。 

II．施設・設備の維持管理 地震対策として対策を講じて以降日が浅く

建物・設備面での問題は現在のところ際立っ

たことはない。設備面のメンテナンスは専門

業者に委託対処している。ただし、小破不具

合については自前で対処している。 

利用者、特に子供たちの安全に配慮し予

防処置を講じている。植栽や清掃管理は

地域住民ボランテイアの良好な協力を得

ている。 

III．運営業務及び 

サービスの質の向上 
「職員は家族同然」とのモットーのもとに情

報を共有し良好な人間関係の構築に努めて

いる。そのうえにたって利用者の立場に立っ

た施設利用に関する様々な案内やPRなどわ

かりやすさ、適切さを追求しながら、施設の

実態に合致した運営に努めている。 

自主事業に関する、利用者ニーズの把

握、反映もきめ細かく行われている。 

又自主事業からのサークル化した例も多

い。 

事故及び災害の対応など施設の安心・安

全に繋がる活動も適切に実施している。 

IV．地域及び地域住民との連携 地域活動にかかわる館の利用・関与の際は、

既定の枠組みの中で、可能な限り支援するこ

とが大切であると考えている。 

地域・地域住民との連携が丁寧に築かれ

ており、地域住民の自主活動が積極的に

行われている。 

V．収支状況 利用料金制度導入なし。 人件費、管理費の節減効果は黒字に貢

献し、その他も無駄のない効率的な執行

がされている。 

VI．その他 

 

 

        

当施設は 1971 年に「青少年図書館」とし

て設置された。以来、現在に至るまで、その

時代のニーズに応じて、主として機能面を中

心として変遷させてきている。施設小規模ゆ

え全てのニーズに応えることは、不可能では

あるが、地域住民にとってかけがいのない施

設であるとの目標達成に向けて、既存の諸機

能・特徴（図書室、閑静な学習室等）のフル

活用・工夫及び地域住民との濃密な協力連携

関係の促進を図ってきた。日々のこうした努

力を今後とも継続強化していくこととして

いる。 

 

施設利用マナーが悪い一部の利用者（大

人・中学生）に対し、労多く気遣いながら

館長、職員が努力されています。これか

らも多数の良識ある利用者の協力も頂き

ながら、悪行の改善に、継続して取組ま

れている。 
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評価結果についての講評 

地域住民の方にいつでも気持良く、施設の利用をして戴くために、職員・スタッフの全員で笑顔で親切丁寧な対応と施

設の５S 管理に細部まで、本当に徹底して取組まれています。このことが施設業務の基本となり利用者との信頼関係を

生み、自主事業や施設活動にも積極的で良好な協力・支援が築かれていると理解しました。これからもますます利用者

サービスの向上の取組みを期待致します。 

 

指定管理者からの意見 

今回の第三者評価を受けて、改めて業務上のこと施設面でのことに関して再点検したことは、職員一同にとっても意識

の高揚、変革への意欲向上、取り組みへの緊張、結束力の強化等に資することが出来た。これを機会に改めて利用者サ

ービス、利用者対応、職員研修、経費節減、地域との連携等について、さらに検討をおこない、地域にとってなくては

ならない無関心でいることができない施設になることへの弛まぬ努力が肝要であることを新たな目標といたしたい。さ

らに指摘された提案、アドバイスを基に今後の施設運営・業務の改善に結びつけ、利用者や地域の人から喜ばれる施設

となるよう努力していきたい。 

 

 

 


