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　（５）組織運営及び体制全般（その他）

Ⅳ．緊急時対応

　（１）業務の体制
　（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組
　（３）個人情報保護・守秘義務

　（４）事故対応業務
　（５）防災業務

　（４）経理業務

　（６）緊急時対応全般（その他）
Ⅴ．組織運営及び体制

　（２）防犯業務

Ⅵ．その他

　（１０）利用者サービスの向上全般（その他）

　（３）意見・苦情の受付・対応
　（４）公正かつ公平な施設利用

　（２）利用者アンケート等の実施・対応

Ⅰ．地域及び地域住民との連携
　（１）地域及び地域住民との情報交換

　（８）職員の接遇

　（１）利用者会議

　（２）備品管理業務

　（２）地区センター委員会等

　（６）図書の貸出し、購入及び管理

　（４）利用者視点での維持管理
　（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

　（７）広報・PR活動

　（１）協定書等に基づく業務の遂行

　（５）自主事業

　（１）緊急時対応の仕組み整備

　（３）施設衛生管理業務

　（９）利用者サービスに関する分析・対応

Ⅲ．施設・設備の維持管理

評価結果の総括

Ⅱ．利用者サービスの向上

　（３）事故防止業務

　（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

　地域の小学校・中学校並びに希望が丘東地区連
合自治会・笹野台地区連合自治会が主催する二連
合四学校懇談会への参加や館長が二俣川ニュータ
ウン連合町内会と旭中学校が主催する旭中学校区
学校家庭地域連携事業実行委員会の委員に就任
し地域住民・地域内小中学校との情報交換や連携
を図っています。また、三箇所の連合自治会役員に
委員に就任していただき、今宿地区センター委員会
を年２回開催し運営改善に取り組んでいます。その
他、今宿サマーフェスタを地域ケアプラザ・地区セン
ター・連合自治会、町内会と今宿音楽祭を三つの連
合自治会と共催するなど地域住民の社会、教育、文
化、スポーツ等を通じ相互交流を深める場として機
能を十二分に発揮できるよう連携を図っています。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

　地域に密着した施設として、誰もが気持ちよく、安
心して気軽にご利用いただけるよう、サービスの向
上に努めています。利用者からのご意見・要望をお
聴きするため「利用者会議」を年１回開催、利用者
ニーズを把握するためアンケートを実施しています。
また、いつでも利用者からの要望やご意見、苦情等
をいただけるよう、受付に「みなさんからの声」と投函
専用箱を設置しています。施設の部屋や体育室を、
公正かつ公平にご利用していただくため、月１回の
抽選を実施しています。書籍の購入に当たっては、
児童書から小中学生向け、一般向けの書籍をバラ
ンスよく購入するため、利用者からの要望を提出し
ていただいています。貸し出しについては、毎月新
刊本を紹介し借り易い対応を図るとともに、読みたい
本の予約も受け付けています。職員の接遇につい
ては、年１回顧客満足度向上研修を実施し接遇向
上に努めています。

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

効率的な管理計画を作成し施設を安全・安心して
利用いただけるよう、予防保全に努めます。建築物
及び設備等の保守管理は、日常点検の他専門業者
に委託し、法令に基づき建築設備を適正に維持保
持します。空調機器、昇降機、自動ドア等の設備機
器保守管理は、日常点検の他それぞれの専門業者
に委託し適正な維持管理に万全を期します。また、
施設内外を快適に清潔に保つため、専門業者に委
託し日常的な清掃業務を行い施設、備品、器具等
が常に清潔に保たれるよう維持管理に万全を期しま
す。また、休館日に館内全般の定期清掃を行い、良
好な施設環境の維持管理に努めます。施設周囲の
景観を保持するため、専門業者に委託し草刈や樹
木の剪定を年２回実施し適切な環境を保持します。
利用者の安全確保を図るため、防犯、防火、防災に
万全を期します。専門業者による、防災機器類の点
検、維持管理、夜間の警備についても適切な管理
を行います。

・日常の簡単な修理は職員も行っていますが、定期点検や
専門的な機器・設備の保守管理は外部業者と保守委託契
約を結び協定書どおり実施しています。
・横浜市所有の備品台帳を整備しています。備品は安全
性に関わる損傷等はなく、適切に管理されています。
・館長がゴミ処理等の衛生管理責任者となって、市の分別
ルールに従い、ゴミを分別して回収しています。
・この施設はケアプラザと共用する複合施設で、開館後１２
年目になりますが、両者が協力し合って保守管理している
ので、利用者も気持ちよく利用しています。

・地域の学校懇談会、地域連携事業実行委員会、連合自
治会と社会福祉協議会の合同研修会会合などに出席し、
情報交換を行っています。
・館内に「行政・自治会施設からのお知らせ」や「地域の
サークルグループ」の掲示板を設けて地域情報を提供し、
各町内会の掲示板に、地区センターだよりや行事案内の
掲示をお願いしています。
・地区センター委員会は年2回開催し、地域の連合自治会
会長・小中学校長・老人クラブ会長・青少年指導員・体育
指導員・子供会役員・利用団体代表が委員となり、施設運
営の意見や要望、自主事業の企画及び実施について幅
広く意見交換を行い、課題を抽出し対応策を講じていま
す。
・地域の町内会の盆踊り大会、敬老会、福祉祭り、地域の
運動会、地域の防災訓練には積極的に参加し、地域との
交流を深めています。

・利用者会議開催や３００人アンケート実施を通じ利用者の
意見や要望を運営に反映しようと努めています。
・利用者が苦情や意見を言い易いように意見箱を設置し、
苦情解決の仕組みや対応策を公表しています。
・公正・公平な施設利用をめざし、利用案内のパンフレット
を受付窓口に配置し、来館者に供しています。　また、利
用希望が重複したときは、公平を期すため抽選で決めてい
ます。
・自主事業は年齢や性別を問わず、多くの住民が参加して
相互交流が出来るよう、利用者ニーズも考慮して２６種の事
業を展開しています。「地区センターだより」を発行し、自主
事業などのお知らせをしています。
・職員の窓口での接遇については研修を重視し、清潔な身
だしなみと言葉使いに配慮しています。
・館内に「美術館・博物館」「募集・各種講座」などの案内や
パンフレットが分かりやすく置いてあります。

評価結果の総括

評価機関　記述（400字以内）

※協定書等で定めるとおりの管理運営ができていない点や、協定書等での定めはないが不足していると感じられる点、加えて施設
独自の取組として評価できる点などを、総括として記載しています。
協定書等で定めるとおり（標準的な水準）の管理運営については記載していません。
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

緊急対応マニュアル（地震、火災、風水害、危険物
放置・汚染、急病・負傷者等の発生）に基づき、災害
等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び
必要な通報等また、利用者、来場者等の急な病気、
けがなどに的確な対応を採る事が出来るよう防災訓
練、人命救助訓練や研修等を実施し職員に周知徹
底を図っています。防犯対策として、日常的に館内
外を巡回し、事故や犯罪の未然防止に努め、関係
機関との連絡連携を図り夜間については警備会社
に委託しています。火災対応は、館内放送による、
身の安全の確保の周知、初期消化、消防署への通
報、来館者の避難誘導を適切に行います。急病、負
傷等の発生対応については、応急措置の実施、救
急車の手配、家族への連絡、状況に応じて職員の
同行を行い、連絡対応をスムーズに行います。

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

安全かつ安定した業務体制を構築し、利用者への
サービスを確保するため、会館中は常時３名体制で
行います。また、午前・午後・夜間を専任化しそれぞ
れの時間帯の業務の精通を図っています。職員の
資質向上・情報共有を図るため、研修資料を作成し
研修に活用します。個人情報保護については、年１
回研修を実施し個人情報保護の周知徹底を図って
います。経理事務処理については、経費節減に努
めるとともに効果的、効率的な運営管理を行い適切
に執行しています。

Ⅵ
．
そ
の
他

・緊急時対応マニュアルが整備され、公共機関や病院など
の連絡先の一覧表や今宿地区センターと併設の今宿地域
ケアプラザ合同の緊急連絡網を作成し、緊急時の連絡・連
携体制が確立されています。
・当地区センターの防犯体制は、機械警備を行い、異常時
には契約警備会社に通報され、点検・確認を行い、防犯の
保全管理を行っています。日常の防犯・点検は、館長・担
当職員がチェックしています。
・事故防止にも努めています。事故のないように、設備の安
全性やサービス内容、備品のチェックを行っています。
・職員は人命救助訓練の研修会を受講し、AEDの操作と実
習を行い、人命救助に備えています。
・防災・避難訓練は、消防署の指導により、年2回実施し、
避難経路に従い、誘導訓練を利用者と共に実施していま
す。災害時の避難誘導は、まず１階の地域ケアプラザ前駐
車場へ誘導するように消防署より指導されています。

・職員の業務体制は、館長1名、副館長２名、スタッフ13名
の合計16名の交替勤務体制です。職員は午前、午後、夜
間のローテーション制で協定書とおりに行っています。
・当地区センターは機械警備により行い、朝と帰りの毎日の
出入り口の開閉は職員が行い、「入退館情報一覧表」に記
録されています。当地区センターの開閉時間は利用案内
に明示され、職員が開館時間前に準備を完了させ、協定
書とおり開館・閉館を行っています。
・職員は年間研修計画に従い、各種の研修を受講し研修
後は研修報告に記録し、職員の資質向上と情報の共有を
図っています。窓口応対の対応はマニュアルに沿い、日常
業務の応対訓練を実施し、応対内容の平準化と顧客満足
度向上を目指して、一層の向上を図っています。
・個人情報の取り扱いについては、全職員が個人情報に
関する研修を年１回実施し、館長が個人情報の管理責任
者となり、全職員に周知徹底をを図っています。

・当地区センターは、平成１３年７月に地域ケアプラザとの
複合施設として開設され、昨年１０周年を迎え、記念セレモ
ニーを盛大に行いました。
・館長をはじめ職員スタッフは、地域の方に親しまれ、気持
ちよく、安全に、事故のない地区センターを目指していま
す。
・自主事業や行事・イベントには、万全を期し、幼児から高
齢者までの幅広い方々に利用していただき、自治会などを
通じて、地域の方との絆をしっかりと結び、その架け橋とな
るように努めていることが、窓口応対、館内の様子やチラ
シ・パンフレット、ヒアリング・資料から確認されました。

評価機関　記述（400字以内）
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1・二連合四学校懇談会：構成員は、希望が丘東地区連合
自治会・笹野台地区連合自治会の役員・希望が丘中学
校・東希望が丘小学校・笹野台小学校・中尾小学校の校
長、副校長、ＰＴＡ役員・地域ケアプラザ所長・地区セン
ター館長です。学校や連合自治会の年間行事予定や要
望等情報交換を実施　　2・旭中学校区学校家庭地域連携
事業実行委員会：構成員は、二俣川ニュータウン連合町内
会・清水ヶ丘自治会の役員・旭中学校・中沢小学校の校
長、副校長、ＰＴＡ役員・地域ケアプラザ所長・地区セン
ター館長が実行委員の委嘱を受け学校や連合町内会の
年間行事予定や要望等情報交換を実施　　　3・連合自治
会と社会福祉協議会の合同研修会：地域の行事予定や要
望等情報交換の実施

　ヒアリング、資料及び館内目視により確認しました

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

・地域の会合に出席し、情報交換を行っています。
　①二連合四学校懇談会
　②旭中学校区学校家庭地域連携事業実行委員会
　③連合自治会と社会福祉協議会の合同研修会
・館内に「行政・自治会施設からのお知らせ」や「地域の
サークルグループ」の掲示板を設けて地域情報を提供して
います。
・各町内会の掲示板に、地区センターだよりや行事案内の
掲示をしてもらい連携しています。

Ⅰ．地域及び地域住民との連携

（１）地域及び地域住民との情報交換

①地域住民、自治会町内会及び関係機関・施設とどのような情報交換・連携を行っているか？

※議事録により確認する。

　　　開催している

　　　開催していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　開催している

　　　開催していない

＜開催していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　地区センター委員会は、幅広く委員を任命し年2回開催しています。メンバーには、地域の連合自治会会長・小中学
校長・老人クラブ会長・青少年指導員・体育指導員・子供会役員・利用団体代表の14名が委員となり、施設運営の意見
や要望、自主事業の企画及び実施について幅広く意見交換を行い審議をしています。

評価機関　記述

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（２）地区センター委員会等

①利用者の要望の反映、施設管理運営の意見具申、自主事業の企画及び実施等について審議するために、各施設
の運営に関する委員会を開催しているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

指定管理者　記述
＜情報交換・連携を行っている対象及びその内容につい
て記述して下さい。（400字以内）＞

評価機関　記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

※地区センター委員会等以外で、地域住民や自治会町内会と情報交換を行う機会を設けているかを確認する。 具体
的には、町内会等の会合への参加、利用圏域の不特定多数の住民等へのアンケートの実施、地域情報の館内掲示、
地域の広報紙誌などの館内配布、地域の掲示板などへの施設情報の掲示等の活動。
また、区内のどのような関係機関・施設と連携し、どの程度の頻度で、どのような情報交換を行い、施設の運営改善に結
び付けているのかを確認する。
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指定管理者　チェック

　ヒアリングと委員会関係資料により確認しました。

評価機関　記述

＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

地区センター委員会から抽出された課題への対応策は、職員間のミーティングﾞで話し合いをしています。会議室は次
の利用者のために、片付けることを職員で決めたり、駐車場の路上駐車の課題は、連合自治会長と相談し、張り紙を書
き注意を喚起するように対応策を講じています。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

※地区センター委員会等から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた
取組を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につ
ないでいるかどうかを確認する。
※①で開催していない、又は②で特に課題がないにチェックした場合は、非該当と判断する。

　　　対応策を実施している 　　　対応策を実施している

　　　特に課題がない 　　　特に課題がない

地区センター委員会で挙げられた意見から、会議室の机と椅子の片付けについてや利用者が駐車場利用の場合、路
上駐車をして地域の方に迷惑をかけている旨などの多くの課題を抽出しています。

　　　対応策を実施していない

　　　課題を抽出していない 　　　課題を抽出していない

②地区センター委員会等からサービスに係る課題を抽出しているか？

※地区センター委員会等で挙げられた意見等の中から課題を抽出しているかを確認する。
※①で開催していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　課題を抽出している 　　　課題を抽出している

　　　非該当

評価機関　チェック

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当

　ヒアリングと委員会関係資料により確認しました。

　　　一部対応策を実施していない 　　　一部対応策を実施していない

　　　対応策を実施していない

評価機関　記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

③地区センター委員会等から抽出した課題への対応策を講じているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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　　　非該当

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

　　　非該当

利用者会議でのご意見や要望の中から 「工芸室のカーテンを遮光カーテンにして欲しい」「サマーフェスタの開始時
間を他所の行事と重複しないように調整して欲しい」等の課題を抽出しています。

（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）

　　　特に課題がない 　　　特に課題がない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　開催していない

　　　開催している

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

地域の町内会３か所の盆踊り大会、敬老会、餅つき行事の福祉祭り、地域の運動会、地域の防災訓練等の地域ぐる
みの集まりには積極的に参加し、地域との交流を深めています。

　　　開催している

（１）利用者会議

評価機関　チェック

Ⅱ．利用者サービスの向上

　　　開催していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　課題を抽出していない

評価機関　チェック

　　　課題を抽出している

評価機関　記述

＜開催していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
評価機関　記述

※議事録により確認する。
指定管理者　チェック

※利用者会議で挙げられた意見等の中から課題を抽出しているかを確認する。
※①で開催していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

　　　課題を抽出していない

　毎年１回、利用者の生の声を聞いて施設運営に活かすため、利用者会議を開催しています。今年は４６人の利用者
代表に参加してもらい、センター委員会の会議内容やアンケート結果の説明をし、意見交換を行っています。

②利用者会議からサービスに係る課題を抽出しているか？

　ヒアリングと資料により確認しました。

指定管理者　チェック

　　　課題を抽出している

①利用者の生の声を運営に取り入れ、また、運営内容を利用者に理解してもらうため、利用者会議を開催している
か？

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述
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＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　非該当 　　　非該当

　　　一部対応策を実施していない

　　　対応策を実施していない

③利用者会議から抽出した課題への対応策を講じているか？

　　　対応策を実施している

評価機関　チェック

　　　対応策を実施していない

　平成24年2月1日から29日までの29日間、8項目に亘る質問事項でアンケートを実施し、配布枚数300枚、回収枚数
217枚で回収率は約72％でした。

※利用者会議から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施
しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につないでいる
かどうかを確認する。
※①で開催していない、又は②で特に課題がないにチェックした場合は、非該当と判断する。

指定管理者　チェック

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　一部対応策を実施していない

＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞

（２）利用者アンケート等の実施・対応

　アンケート結果分析と業務日誌およびヒアリングにより確認しました。

評価機関　記述

＜実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

地区センター独自の質問事項８項目を設けて、３００人の利用者にアンケートを求めています。７２％の多くの人から回
答を得て利用者の声を幅広く聞くとことができています。

　　　年１回以上実施している

評価機関　記述

　　　対応策を実施している

　　　実施していない

評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック

　　　実施していない

①サービス全体に対する利用者アンケート等を、年1回以上実施しているか？

※アンケートは、市のアンケート様式を使って行うアンケート、または独自作成のアンケートなど。
アンケートでなくても、利用者の声を幅広く聞くことがあれば、実施していると判断する。なお、自主事業に対するアン
ケートとは異なる。ただし、自主事業に対するアンケートの一部で施設全体のサービスについても質問している場合は、
実施していると判断する。

　　　年１回以上実施している アンケート

その他
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利用者アンケート調査結果の分析から課題を抽出しています。中会議室の利用法改善や工芸室の設備改良などの
課題を挙げています。

　　　対応策を実施している

評価機関　記述

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　課題を抽出していない　　　課題を抽出していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

中会議室に舞踊用姿見（鏡）の設置や工芸室に電子ピアノを設置して欲しいとの要望があり、職員間でミーティングに
より検討し、設置を実現しました。その結果、利用者の利用法を拡大すると共に、各部屋の稼働率向上につながってい
ます。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

　　　対応策を実施している

　　　一部対応策を実施していない

　　　非該当 　　　非該当

　アンケート結果分析、業務日誌等の資料、現場確認及びヒアリングにより確認しました。
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　課題を抽出している

評価機関　記述

　　　特に課題がない

　　　課題を抽出している

※利用者アンケート等から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組
を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につない
でいるかどうかを確認する。
※①で実施していない、又は②で特に課題がないにチェックした場合は、非該当と判断する。

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　非該当 　　　非該当

　利用者会議議事録やアンケート結果分析表等の資料により確認しました。

③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？

②利用者アンケート等の調査結果を分析し課題を抽出しているか？

※利用者アンケート等で挙げられた意見や調査結果の分析から、課題を抽出しているかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

指定管理者　チェック

評価機関　チェック指定管理者　チェック

　　　対応策を実施していない

　　　特に課題がない

評価機関　チェック

　　　対応策を実施していない

　　　一部対応策を実施していない
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（３）意見・苦情の受付・対応

　　　情報提供しているが、一部不備がある

　　　情報提供していない

①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か？

　　　情報提供していない

　ヒアリング及び現場確認をしました。
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述

指定管理者　チェック

※利用者アンケート等の結果及び取りまとめた改善方法を、1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）
で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示して
いるかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

評価機関　チェック

　　　公表している 　　　公表している

　アンケート結果や課題の対応策は、　利用者の目にとまるよう、　館内入り口掲示板に掲示し、公表しています。

※ポスターの掲示やちらしの配布、ホームページなどでの情報提供について、目視により確認する。なお、指定管理者
名や期間が情報提供されていない場合があれば、一部不備と判断する。

④利用者アンケート等の結果及び課題の対応策を公表しているか？

　　　公表していない 　　　公表していない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　情報提供しているが、一部不備がある

　　　情報提供している 　　　情報提供している

＜一部不備がある、又は情報提供していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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評価機関　チェック

②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、ホームページでの受付等）を設置しているか？

　　　設置している

＜周知方法を記述して下さい。（100字以内）＞

　苦情受付・対応に関する仕組みがあり、　館長が苦情受付解決責任者となっています。苦情解決の手順がチャートで
示されており、職員は苦情を受け付けると苦情受付簿に記帳・記録しています。

④苦情解決の仕組みを利用者等に周知しているか？

※館内掲示やちらしの配布、ホームページの活用等の状況を確認する。
指定管理者　チェック

　ご意見箱は窓口カウンターに設置し、利用者が目につく場所で、用紙も添えてあります。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

　　　設置している

※利用者からの苦情や意見を受け付ける窓口を整備しているかどうか目視により確認する。
指定管理者　チェック

　　　周知していない

評価機関　チェック

③苦情解決の仕組みがあるか？

※利用者の苦情等に対する受付方法、対応手順、責任者や担当者等が決まっているかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜仕組みがない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　周知している

　館内１階のフリースペース（食事の出来る場所）の掲示板に掲示して、周知しています。

　　　仕組みがある

　ヒアリングおよび苦情解決の仕組み・手順チャート等の資料により確認しました。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

受付カウンターの左脇隅に目立つようにご意見箱を設置し、利用者が気軽に要望や意見を言えるようになっていま
す。

　　　仕組みがある

　　　仕組みがない 　　　仕組みがない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　設置していない 　　　設置していない

評価機関　記述

＜設置していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　苦情解決の仕組みは、利用者の飲食が可能なフリースペースに掲示し、見やすい形で周知しています。

　　　周知していない

評価機関　記述

　　　周知している

＜周知していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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＜記録していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　記録している

評価機関　チェック

　　　対応策を実施していない 　　　対応策を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　苦情については苦情受付簿に記帳して、記録しています。

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　対応策を実施している 　　　対応策を実施している

　　　一部対応策を実施していない

評価機関　記述

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

　　　記録していない 　　　記録していない

⑤利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか？

指定管理者　チェック

　　　記録している

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

※利用者から寄せられた苦情等について、その内容を記録に残しているかを確認する。

　　　一部対応策を実施していない

※職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施しているかを確認する。なお、施設だけ
では対応できないものに関しては、市・区等関係機関につないでいるかを確認する。

評価機関　記述

※1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を
行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示しているかを確認する。 利用者会議等で公表している場合
は、議事録の記載内容を確認する。また、当該利用者のプライバシーを侵害しないよう配慮しているか確認する。

⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？

　業務日誌と苦情対応報告書およびヒアリングにより確認しました。
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　直ぐに対応できるものは、館長・副館長で相談し即対応しています。予算の関係等で指定管理者法人本部や市・区
役所と話し合いを要する案件は関係当局と相談して対応策を講じることにしています。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　公表している 　　　公表している

　　　公表していない 　　　公表していない

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　館内掲示など現場確認により確認しました。
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　記名のものについては本人に直接回答し、無記名のものは、館内受付カウンター手前　右の掲示板に、苦情内容と
対応策を掲示して、公表しています。
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜備えていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　備えている

　　　備えていない 　　　備えていない

評価機関　記述

　　　備えている

　館内受付カウンターの見やすい所に利用案内のパンフレットを配置し、来館者の利用に役立てています。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

指定管理者　記述 評価機関　記述

＜施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情
報の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。
（400字以内）＞

※目視により確認する。

　館外掲示板、受付での利用案内書、ホームページなどに
よるほか、ヒアリングにより確認しました。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　ホームページでの利用案内のほか、「地区センターだより
」の発行、各町内会の回覧に利用案内を含めてもらう等、
幅広く地域に情報を提供しています。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

②窓口に「利用案内」等を備えているか？

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

1・ホームページによる案内を常時実施
2・町内会組織を通じた広報の実施
3・利用案内の掲示及び窓口に「利用案内」の設置
4・地区センターだよりの発行
5・小学校の社会科授業の受け入れ協力
6・中学生の職場体験研修の受け入れ協力

（４）公正かつ公平な施設利用

①施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情報を、地域に幅広く提供しているか？

12



　　　一部の職員に実施していない

評価機関　記述

　　　行っている

⑤人権擁護に関する研修等を、年１回以上、職員に対して実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

※研修としては市が主催する研修等も含まれる。全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

　　　行っていない

　　　行っている

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　利用案内パンフレット、団体受付ボード、ヒアリング等によります。
＜行っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　一部の職員に実施していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　研修を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　利用月、２ヶ月前の第１日曜日に受付実施し、複数申込みのある時は、公平を期するため、受付け当日抽選により利
用者を決めています。抽選方法もトランプカードを使ったり、番号のある木製ボールを使ったりして、公平を期していま
す。

　　　行っていない

　　　閲覧できる

　　　閲覧できない 　　　閲覧できない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　利用要綱は「今宿地区センター利用案内」にファイルし、受付窓口で申し出れば、閲覧できるようになっています。

＜閲覧できない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

③窓口では利用者が「利用要綱」を閲覧できるか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

毎年１回、館長以下全職員が出席して、人権擁護に関する研修を受け、偏見や差別のない平等な社会を目指してい
ます。

　ヒアリングおよび人権擁護研修資料により確認しました。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

※要望があればすぐに閲覧できるようになっているか確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

④申請受付に当たっては、先着順や抽選など、公平な方法により行っているか？

　　　閲覧できる

評価機関　記述

評価機関　記述

　　　研修を実施していない

13



＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　自主事業は年齢や性別を問わず、多くの地域住民が参加して相互交流を深められるような２６種目の事業を展開して
います。親子クッキングやヨガ講座などは、その一例となっています。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（５）自主事業

①世代等を網羅した自主事業を提供しているか？

※施設で実施している自主事業の内容を確認し、年齢、性別等に偏らず多くの住民が参加できるような幅広い事業内
容が全体として提供されているかを確認する。

　　　実施していない 　　　実施していない

評価機関　記述
＜実施していない場合は、実施されていない内容と理由を記述して下さい。
　　また、計画を変更している場合は、その変更内容と変更した理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　年齢や性別が網羅できていない 　　　年齢や性別が網羅できていない

　　　年齢や性別が網羅できている 　　　年齢や性別が網羅できている

評価機関　記述

②事業計画書等のとおり、事業を実施しているか？

※事業計画書等と事業報告書により確認する。ただし、地域住民や利用者ニーズ、行政の要望のために変更する必要
があった場合、ＰＲをしたにも関わらず参加者が集まらなかった場合など合理的な理由があり、行政と協議のうえ、計画
を変更したものは実施されていると判断する。その場合は、変更内容と変更した理由を明らかにすること。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　自主事業計画書、ワンパク事業計画書の資料とヒアリングにより確認しました。
＜年齢や性別が網羅できていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　実施している 　　　実施している

14



＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　図書購入希望ノート、アンケート結果等の資料およびヒアリングにより確認しました。
＜利用者から希望をとっていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

図書購入を希望する利用者からは、「図書購入リクエスト」の用紙に記入・提出してもらい、その他直木賞、芥川賞受
賞作、図書館情報の週間ベストテンなどから選定しています。館長は購入図書を増やしたいと検討しています。

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

①図書の新規購入の際は、適切な選定をするため、利用者から希望をとっているか？

指定管理者　チェック

　　　利用者から希望をとっている

（７）広報・PR活動

①広報紙誌を作成するなど、積極的に広報・ＰＲ活動を実施しているか？

　　　利用者から希望をとっていない

（６）図書の貸出し、購入及び管理

1・地区センターだよりの発行
2・市広報誌に自主事業などの情報掲載
3・町内会を通じて回覧や掲示板への掲示による情報提供
4・館内掲示版に掲示、チラシの配架
5・地域のケーブルｔＶへの情報提供

　地区センター委員会議事録、センターだより等の資料お
よび　ヒアリングにより確認しました。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　広報誌「地区センターだより」を年４～５回発行したり、横
浜市広報誌に自主事業の記事を載せています。
また、マスコミのYCV(横浜ケーブルテレビ)が親子リトミック
の取材やJCOMの自主事業の取材で来館した時、色々な
情報提供してＰＲにあたっています。

※施設独自の広報紙誌の発行、区や市の広報紙誌への情報提供、ホームページの作成、町内会掲示板等への情報
提供、他公共施設へのパンフレットやちらしの設置などを実施しているかどうかを確認する。

指定管理者　記述 評価機関　記述

評価機関　記述

　　　利用者から希望をとっていない

評価機関　チェック

　　　評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設） 　　　評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設）

　　　利用者から希望をとっている

＜施設全体及び各事業に関する具体的な広報・ＰＲ活動
について記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞
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＜窓口･電話･施設内での挨拶・分かりやすい説明・言葉
づかい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組内
容について記述して下さい。（400字以内）＞

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　職員は全員ユニフォームと名札を着用し、身だしなみも
清潔感をあたえています。　言葉づかいも丁寧で基本方針
の親切な対応が行われています。

※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。

※利用実績（施設全体及び各部屋の利用者数とその内訳）及びアンケート、意見・苦情についての分析・対応につい
て資料及びヒアリングにより確認する。

1・基本方針：○笑顔で、明るく、親切に、お客様の立場で
考えます。○安全・清潔・快適な環境を提供します。
2・ユニフォームと名札の着用：誰もが地区センター職員と
分かるユニホームを着用しお客様からのご意見要望質問
等をお受けします。
3・その他：他のお客様のご迷惑となるような、マナーの悪さ
や規律違反などが目に余る場合は、適切な対応を取りま
す。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜利用者サービス（部屋別・時間帯別の利用実績、アン
ケート、意見･苦情等）について、指定管理者としてどのよ
うに分析をしていて、それに対して現状はどのように対応
しているのか、又今後どのように対応していこうと考えてい
るのかを記述して下さい。＞（400字以内）＞

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

部屋の利用実績は、午前9時から15時が圧倒的に多く、夜
間18時から21時は、少ない傾向にあります。各部屋の利用
率を上げるため、鏡の設置や電子ピアノの購入など利用し
やすい環境整備に努めています。また、各年代層向けの
自主事業の企画や働いている方が参加しやすい夜間・ウ
イークエンドに設定し、自主事業終了後に事後グループの
結成に積極的に関与し、新たなグループによる部屋の利
用促進を図っています。利用の少ない料理室については、
パンつくりお菓子作りなどの自主事業を実施し、サークル
的なグループの育成に向けて思考しています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　地区センターでは各部屋の稼働率一覧表を作成し、一
日の時間別利用率・月別利用状況を分析しています。稼
働率の低い部屋と時間帯については設備を増加・改良し
て利用され易いように改善し、結果として稼働率が高まるよ
うに努めています。

（９）利用者サービスに関する分析・対応

指定管理者　記述 評価機関　記述

（８）職員の接遇

指定管理者　記述 評価機関　記述
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（１０）利用者サービスの向上全般（その他）

評価機関　記述
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　今宿地区センターでは、基本方針にのっとり誰もが気軽にかつ公平に利用できるよう、要望があったらすぐ対応できる
体制を目指しています。
　トイレのウオッシユレット設置、手ふき乾燥機（ハンド・ドライヤー）の設置などの設備改良の実現により、部屋の稼働率
向上につながっています。

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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評価機関　記述
＜協定書等のとおり実施していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

日常の清掃は協定書どおり行い作業日報に記録しています。定期的な床掃除・窓清掃は外部業者に委託していま
す。植栽の手入れは、１階のケアプラザと費用分担して、庭木の剪定は年１回、草取りは年２回外部業者に委託して実
施し、施設外構点検日報に記録しています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

日常の簡単な設備の修理は職員も行っていますが、定期点検や専門的な機器・設備の保守管理は外部業者と保守
委託契約を結び、協定書どおり適正に実施しています。

　　　協定書等のとおり実施していない 　　　協定書等のとおり実施していない

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常清掃・整理整頓や、定期的な清掃（床掃
除及び窓清掃）を実施しているかどうか記録を確認する。
日常清掃に関しては、チェックリストを用いて記録しているかを確認する（チェックリストでなくとも、実施記録が存在すれ
ば実施していると判断する）。

評価機関　チェック

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり管理していない 　　　協定書等のとおり管理していない

（１）協定書等に基づく業務の遂行

評価機関　記述
＜協定書等のとおり管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常保守管理及び定期点検の実施状況を確
認するため、評価対象期間のうち任意で1カ月分を抽出し、記録が存在するかどうかを確認する。

指定管理者　チェック

①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？

Ⅲ．施設・設備の維持管理
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※施設の利用状況により確認できない備品を除き、現物を確認する。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　揃っていない

②地区センター（市所有）の備品台帳に記された備品がすべて揃っているか？

＜揃っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　安全性に関わる損傷等がある 　　　安全性に関わる損傷等がある

※評価対象年度に購入した新規備品に関しては、書類上記載されたものが存在するかどうかを確認する。
その他の備品に関しては、任意で5つの備品（高額備品を優先する）を備品台帳から抽出して、存在するかどうかを確
認する。

評価機関　チェック

（２）備品管理業務

＜安全性に関わる損傷等がある場合は、その内容を記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③利用者が直接使う地区センターの備品に安全性に関わる損傷等がないか？

指定管理者　チェック

　　　安全性に関わる損傷等がない 　　　安全性に関わる損傷等がない

評価機関　チェック

評価機関　記述

　　　揃っていない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　揃っている 　　　揃っている

①指定管理者所有の備品と区別した、地区センター（市所有）の備品台帳があるか？

指定管理者　チェック

評価機関　記述

　　　ない 　　　ない

評価機関　チェック

　　　ある 　　　ある

＜（備品台帳が）ない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

19



＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に管理していない

指定管理者　チェック

館長がゴミ分別・衛生管理責任者となって、横浜市の分別ルールに従い、ゴミ容器別に分別して収集してもらっていま
す。毎年９月、ゴミ回収ルートに参加するか否か市当局から問い合わせがあり、当館ではこれに参加して分別・回収して
もらっています。なお、館内にはゴミ箱を設置せず、利用時に発生したゴミは各自持ち帰っていただいています。

　　　適切に分別していない 　　　適切に分別していない

評価機関　記述

②本市の分別ルールに沿って適切に分別を行っているか？

　　　適切に管理していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（３）施設衛生管理業務

①ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？

※定期的に館内のゴミを回収しているかを資料により確認し、ゴミ容器等から汚臭・汚液等が漏れないよう管理している
かを現場確認する。また、集めたゴミが館内外に長期間放置されていないかも現場確認する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に分別している 　　　適切に分別している

　　　適切に管理している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述
＜適切に分別していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　チェック

※ゴミ容器等により確認する。

　　　適切に管理している
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※施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷状況、清掃状況、利用者への配慮等について確認する。

道路上にある、地区センターの「利用案内」の看板は中央部分が損傷しています。速やかに修理・補修の検討をお願
いします。

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　庭木の剪定費用は当初から予算に入っていませんでしたが、市当局と交渉して、３年前から市の予算で行われるよう
になり、利用者から感謝されています。

①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？

指定管理者　記述

毎日、開館前に施設内外の点検を行い、ごみの散乱や汚
れ、設備の稼動確認など良好な環境維持に努めていま
す。また、トイレは、毎朝清掃し、館内は夜間に清掃を行い
施設の清潔を維持しています。毎月月末には、用具や器
具類の点検・消毒を実施し清潔の保持に努めています。

評価機関　記述

評価機関　記述

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　利用者にとっての安心・安全は、部屋やトイレの清潔さ・
適正な情報・職員の明るい対応等から生まれています。館
内は常に清潔な状態に保たれ、利用者に一定の信頼を与
え、利用しやすい施設となっています。

　館内・外構設備の現場確認及びヒアリング、業務日誌の
閲覧により確認しました。

（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

＜清潔な状態及び使いやすい施設とするための取組につ
いて記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

（４）利用者視点での維持管理

21



＜協定書等のとおり実施していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　評価対象外施設

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

当地区センターは機械警備を行い、警備報告書や点検報告書より、異常時には契約警備会社に通報され、点検・確
認を行い、防犯の保全管理が行われています。
　日常の防犯・点検は、当番担当職員と館長がダブルチェックをし、事故のない対応に努めています。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　　　　　　　　　　　機械警備

Ⅳ．緊急時対応

　　　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　協定書等のとおり実施していない 　　　協定書等のとおり実施していない

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　評価対象外施設

＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　作成している 　　　作成している

※緊急時に対応の手順が確認できるものがあれば作成していると判断する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　記述
＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞

①協定書等のとおり防犯業務を実施しているか？

※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示されたとおりの防犯業務を実施しているかどうかを確
認する。機械警備の場合、当該機械の設置の有無を確認すること。 なお、動作異常が起こった場合は、適切に対応で
きているか、記録により確認する。適切な対応（①警備業者への迅速な復旧指示、②必要に応じ、警備業者に代替警
備等の要請あるいは行政との対応協議、③対応状況の記録）ができていない場合は、適切に業務が行われていないと
判断する。

評価機関　記述

緊急時対応マニュアルが整備され、フローチャートが作成されています。消防署、病院、警察署、区役所などの公共
機関の連絡先の一覧表や今宿地区センターと併設の今宿地域ケアプラザ合同の緊急連絡網を作成し、緊急時の連
絡・連携体制が確立されています。

（２）防犯業務

（１）緊急時対応の仕組み整備

①緊急時マニュアルを作成しているか？

　　　作成していない 　　　作成していない
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③事故や犯罪を未然に防止するよう、日常、定期的に館内外の巡回を行っているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　定期的に行っている

※不審者・不審物の有無、利用していない各室等の施錠・消灯・異常の有無の確認のための館内定期巡回等が定期
的に行われていることを、記録により確認する。

　現場確認及びヒアリングにより確認しました。

※鍵の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

評価機関　チェック

②鍵を適切に管理しているか？

　　　適切に管理していない

指定管理者　チェック

評価機関　記述

館内各室の点検は利用前に、職員が行い、利用後は利用者が点検項目に沿って点検し、 終的には職員が確認し
ています。閉館時には職員がチェックリストに基づいて点検し、施錠や火元を確認し、機械警備に引き継いでいます。
　館外の巡回は館長が定期的に巡回し、出入り口、植栽、生け垣、駐輪・駐車場などを防犯・点検し、巡視しています。

＜定期的に行っていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

金庫収納の書庫の鍵と金庫の鍵は、館長と副館長２名が所持しています。その他の鍵は事務室内のキーボックスに
保管され、館長が管理しています。夜間勤務でないときは副館長が管理代行しています。キーボックスの鍵は整然と揃
えてあり、欠如の場合はすぐに判別ができるように、管理が徹底しています。

　　　定期的に行っている

　　　適切に管理している

評価機関　チェック

評価機関　記述

＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に管理している

　　　適切に管理していない

　　　定期的に行っていない 　　　定期的に行っていない

指定管理者　チェック
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　　　チェックしている　　　チェックしている

　　　チェックしていない 　　　チェックしていない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜一部チェックに不備がある場合、又はチェックしていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

※施設・設備の安全性やサービス内容等のチェックの記録を確認する。

①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ているか？

（３）事故防止業務

　横浜市地区センター館長会議で、事故防止策の研修を受講し、事故ヒヤリハット事例集に基づいて研修を実施してい
ます。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

事故内容を具体的に示した事故ヒヤリハット事例集により、事故防止についてスタッフミーティングを行っています。関
連する施設の事故等の資料を回覧し、日頃より留意して、事故の発生が無いように努めています。

　　　一部チェックに不備がある

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

緊急時マニュアル内に事故防止対策のチェックリストがあり、利用者の安全第一を心がけ、各部屋毎の点検チェックリ
ストに沿って、設備の安全性やサービス内容、備品のチェックを行っています。

　　　一部チェックに不備がある

　　　一部の職員に実施していない

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②事故防止策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

※事故防止策について全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。スタッフミーティングの中で、事故防止策
をテーマとして職員同士で勉強会等を行っている例も該当する。

評価機関　記述

＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞

　　　一部の職員に実施していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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評価機関　記述

①事故対応策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜施設にAEDを設置しているかチェックして下さい。＞

＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞

指定管理者　チェック

※AEDの操作研修をはじめとした体調急変時等の事故対応をテーマとした研修を全ての職員に対して行っているかを
確認する。
　 なお、研修でなくとも、スタッフミーティングの中で事故対応をテーマとして職員同士で勉強会を行っている例も該当
する。

評価機関　チェック

（４）事故対応業務

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　体制を確保している

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

②事故発生時の連絡体制を確保しているか？

※連絡網や連絡先が事務室内に掲示され（もしくは各職員に配布され）、だれもが迅速に連絡できるようになっている
かどうかを確認する。

　　　　　　　　　　　　　設置している 　　　設置していない

　人命救助訓練の研修会を今宿消防出張所の協力により実施し、人命救助、AEDの操作と実習を全員が受講していま
す。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

　　　体制を確保していない

評価機関　記述

　　　体制を確保している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　職員ミーティングﾞ時に事故が発生した場合を想定して、その対応について話し合っています。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　ヒアリングと現場確認を行い確認しました。

　　　体制を確保していない

事故発生時の緊急連絡方法が明確になっており、事務所内に掲示しています。職員各人は役割分担が決められて
いて事務室内の見やすい場所に掲示しています。

＜体制を確保していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　当地区センターは地域ケアプラザとの複合施設のため、地区センターと地域ケアプラザとの合同緊急連絡網が整備さ
れ、非常事態に対応するように明示されています。災害時の避難誘導は、まず１階の地域ケアプラザ前駐車場へ誘導
するように消防署より指導されています。

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述

※横浜市防災計画に位置づけがない場合は、評価対象外施設と判断する。

＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

（５）防災業務

①指定管理者災害時対応マニュアルを作成しているか？

　　　作成している

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　評価対象外施設 　　　評価対象外施設

　　　作成している

評価機関　記述

　　　作成していない 　　　作成していない

評価機関　記述

　　　実施している 　　　実施している

＜実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

緊急時マニュアルの中に災害時対応手順が作成されており、災害が発生した場合、自衛消防隊の組織により、役割
分担が明確になっていて、具体的な行動や避難誘導・経路が明示されています。

②消防計画に基づき、避難訓練を実施しているか？

※訓練の実施記録により確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（６）緊急時対応全般（その他）

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

防災・避難訓練は、消防署の指導により、年2回実施し、避難経路に従い、避難誘導を行い、初期消火、消火器の取
り扱い方法などの訓練を利用者と共に実施しています。

　　　実施していない 　　　実施していない
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評価機関　チェック

　　　協定書等の職員体制をとっている 　　　協定書等の職員体制をとっている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック

評価機関　記述
＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞

　　　協定書等のとおり開館している 　　　協定書等のとおり開館している

評価機関　記述
＜協定書等のとおり開館していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　協定書等の職員体制をとっていない

評価機関　記述
＜協定書等の職員体制をとっていない場合は、その状況と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　協定書等の職員体制をとっていない

職員の出勤状況は、出勤簿で確認し、館長1名、副館長２名、スタッフ13名の合計16名の交替勤務体制です。職員は
早番(8時45分から16時45分)、遅番(13時15分から21時15分)、スタッフは午前(9時から13時)、午後(13時から17時)夜間
(17時から21時)のローテーション制によりきめ細かく管理しています。

②協定書等のとおりに開館しているか？

※記録により確認する。業務日誌等に記載している開館時間・閉館時間を確認すること。なお、基本時間外の開館を横
浜市に提案している場合は、そのとおり実行されているかどうかについても漏らさず確認する。
※指定管理者の責に拠らない場合の休館に関しては評価対象とせず、協定書等のとおり開館していると判断する。

＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

Ⅴ．組織運営及び体制

（１）業務の体制

①協定書等で定めた職員体制を実際にとっているか？

※訪問調査当日の職員の出勤状況と訪問日以外の出勤簿等の両方で確認する。なお、必要な職員体制がとれていな
いことについて、横浜市と調整できている場合はとっていると判断する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　協定書等のとおり開館していない 　　　協定書等のとおり開館していない

　事業計画書及び事業報告書は市のホームページや館内ロビーに常置し、公表しています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

当地区センターは機械警備により行い、朝と帰りの毎日の出入り口の開閉は職員が行い、「入退館情報一覧表」に記
録されています。開館準備は、職員が開館時間前に全ての準備を完了させ、開館しています。

③事業計画書・事業報告書を公表しているか？

※ホームページや館内で公表しているかどうかを確認する。希望者のみに閲覧させている場合、事業計画書や事業報
告書を閲覧できる旨をポスターやホームページ等で周知していれば、公表していると判断する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　公表している 　　　公表している

　　　公表していない 　　　公表していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

横浜市(旭区)のホームページで公表し、さらに地区センターの館内ロビーにもファイルされたものをいつでも閲覧でき
るように利用者に周知しています。
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＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞

　研修内容は、館長・副館長・スタッフを対象に行い、個人情報保護についての研修、防災訓練、人権尊重研修、人命
救助訓練、新副館長対象にした接遇応対研修と全体業務内容の研修を実施しています。

評価機関　チェック

評価機関　記述

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

②職員に研修を行っているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）

※全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜不備がある、又は作成していない場合は、その内容と理由を記述して下さい（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「横浜市今宿地区センター平成23年度事業報告及び収支決算」の中に人材育成にかかる各種研修計画が策定され
ていて、開催日時、対象者、研修実施内容が策定されています。

評価機関　記述

①職員の研修計画を作成しているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）

※各業務の必要性に応じた研修計画（施設自身で実施する研修、外部研修、仕事を通じた研修等）を作成しているか
を確認する。研修計画に 低限記載すべき項目は、ⅰ)研修対象者（職種・経験年数等）、ⅱ）実施目的、ⅲ）実施時
期、ⅳ）研修内容。

指定管理者　チェック

　　　作成しており不備がない 　　　作成しており不備がない

　　　作成しているが不備がある 　　　作成しているが不備がある

　　　作成していない 　　　作成していない
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＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に
ついて記述して下さい。（400字以内）＞

指定管理者　記述 評価機関　記述

③職員が研修に参加しやすい環境を整えているか？（常勤、非常勤に関わらず）

※研修費用の支援（一部・全額負担等）、研修受講を勤務時間として認知、各種研修情報の周知を行っている等、意
欲のある職員が研修や勉強会に参加しやすい環境を整えているかを確認する。

1・新採用職員に対する業務研修
2・顧客満足度研修
3・個人情報保護研修
4・人権啓発研修
5・業務確認及びミーティング毎月1回

　ヒアリングと資料により確認しました。

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　職員は、お互いに協力して参加しやすい環境づくりに努
め、外部研修を受講しています。指定管理者法人は、研修
時間中は勤務扱いで有給とし、研修にかかる費用の交通
費を負担し、受講費用は法人の判断により負担して、職員
が研修や勉強しやすい環境を整えています。

＜情報共有していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

研修受講者は研修後、研修報告を作成し、必要に応じて、月１回の抽選日及び休館日に全体会議を実施し、話し合
いを行っています。会議後は資料と一緒に回覧し、研修内容の共有に努めています。

　　　情報共有していない

評価機関　記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　ヒアリングと資料により確認しました。

　　　情報共有していない

④各職員が研修計画に沿って受講した研修の後、研修内容を共有しているか？

※各職員が研修で得た知識や情報等について、職員間で回覧や会議で報告する等の情報共有をしているかを確認す
る。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　情報共有している 　　　情報共有している
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※マニュアルは冊子化されていなくても、対応方法・手順が記されたものであれば作成していると判断する。
※活用については、実際に活用しているかどうかをヒアリングにより確認する（新品の使われていないマニュアルが用意
されているだけでは該当しない）。

評価機関　チェック

⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等を作成し、活用しているか？

指定管理者　チェック

＜活用していない又は作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　作成していない 　　　作成していない

　　　作成し、活用している 　　　作成し、活用している

　　　作成しているが、活用していない

　職員のヒアリングと資料により確認しました。

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

ヒヤリハット事例集や新聞記事等の回覧・適宜ミーティング
を実施し情報伝達と確認をおこなっています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　当地区センターは交替勤務制のため、平日の会議が難
しいが、全体会議は毎月の抽選日を利用し、必要に応じて
毎月の休館日に実施しています。会議では苦情対応や事
故ヒヤリハット事例、接客接遇の応対に関すること、連絡事
項などを行い、職員の資質向上と情報の共有を図っていま
す。

　　　作成しているが、活用していない

評価機関　記述

評価機関　記述指定管理者　記述

⑥その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みを行っているか？

＜その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みに
ついて記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

窓口応対の対応手順を示したマニュアルは、「スタッフ業務内容」にあり、全職員に配布しています。職員はこのマ
ニュアルを基準にして、日常業務の応対に活用し、応対内容の平準化を図っています。
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　　　整備していない

　　　整備している

評価機関　記述

「情報公開規程」、「個人情報の保護に関する規程」などの個人情報に関する適切なマニュアルが整備されています。

評価機関　チェック

指定管理者　チェック

（３）個人情報保護・守秘義務

　　　整備している

　　　明確化していない

評価機関　記述

＜整備していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　明確化していない

評価機関　チェック

指定管理者　チェック

　　　全ての職員に実施している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　全ての職員に実施している

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等を整備しているか？

＜明確化していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　整備していない

②個人情報の取扱いに関する管理責任者を明確化しているか？

※管理責任者を明確化し、全職員に周知しているかを確認する（複数の職員に質問する）。

※全ての職員に対して、研修時の資料、出席者名簿等により実際に研修を行っていたかどうか確認する。

③個人情報の取扱いについて、職員に対する研修を年１回以上実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

　　　明確化している 　　　明確化している

館長が個人情報の管理責任者となり、全職員に周知を図っています。個人情報に関する重要な書類は、施錠のかか
るロッカーに保管し、シュレッダーを利用して廃棄処分をしています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

※個人情報保護のための具体的な取扱方法や留意事項を記載したマニュアル等を整備しているかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

全職員は個人情報に関する研修を年１回受講し、個人情報とは、個人情報取り扱い事業者の義務について等の研修
を実施し、横浜市個人情報の保護に関する条例について学び、厳格な取り扱いを周知徹底しています。特に館長が新
採用スタッフに個人情報保護研修を行って一層の理解を図っています。

評価機関　記述

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞
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　　　一部の職員から取っていない

④個人情報の取扱いについて、個別に誓約書を取っているか？(常勤・非常勤に関わらず）

　　　一部の職員から取っていない

指定管理者　チェック
※非常勤も含むすべての職員の分があるかどうかを確認する。

評価機関　チェック

　　　全ての職員から取っている 　　　全ての職員から取っている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に収集している 　　　適切に収集している

　　　取っていない 　　　取っていない

評価機関　記述

※個人情報を収集する際に、目的外に使用しないことが明記されており、かつ、収集した個人情報を目的以外に使用
していないことがヒアリングで確認できた場合に、適切に使用していると判断する。

＜一部の職員から取っていない、又は取っていない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

全職員が個人情報の取り扱いについての研修後、個人情報の取り扱いについて誓約書に署名・押印し、提出してい
ます。誓約書は指定管理者法人へ提出し、厳格に保管しています。

⑤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ているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※使用目的が明示されており、かつ、収集した個人情報の使用目的が明確に説明できることがヒアリングにより確認で
きた場合に、適切に収集していると判断する。

＜適切に収集していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？

　　　適切に収集していない 　　　適切に収集していない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に使用している 　　　適切に使用している

　　　適切に使用していない 　　　適切に使用していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述
＜適切に使用していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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（４）経理業務

※個人情報を適正に管理するため、離席時のコンピュータのロック、コンピュータや個人情報の含まれた書類等の施錠
保管、書類廃棄の際のシュレッダー利用、コンピュータ内の個人情報ファイルへのパスワードの設定等を行っているか
を確認する。

指定管理者　チェック

　　　適切な措置を講じていない 　　　適切な措置を講じていない

評価機関　記述

＜一部適切な措置を講じていない、又は適切な措置を講じていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200
字以内）＞

評価機関　チェック

　ヒアリングと現場目視により確認しました。

⑦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適切な措置を講じてい
るか？

　　　適切な措置を講じている 　　　適切な措置を講じている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

個人情報の含まれた書面は廃棄する際にはシュレッダーで裁断処理し、個人情報に関する書類は施錠のかかる書庫
に保管し、コンピュータは個人情報ファイルへのパスワードの設定を行い、厳格で適正な管理に努めています。

※出納帳等の帳簿において、指定管理料、利用料金、自主事業における実費収入等明確にしているかを確認する。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

①適切な経理書類を作成しているか？

　　　一部適切な措置を講じていない 　　　一部適切な措置を講じていない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に作成している 　　　適切に作成している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　一部適切ではない書類がある 　　　一部適切ではない書類がある

　　　適切に作成していない 　　　適切に作成していない

評価機関　記述
＜一部適切ではない書類がある、又は適切に作成していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以
内）＞

利用料金、自主事業における参加費収入や材料費等の支出に関する収入・支出伝票は正しく起票・記帳処理し、適
正な経理書類の作成を徹底しています。
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　　　その他けん制機能を設けている
　　　その他けん制機能を設けている
　　　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

評価機関　記述

＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　ヒアリング及び決算資料により確認しました。

　　　仕組みを設けていない 　　　仕組みを設けていない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

経理の統括責任者は館長で、副館長の１名は経理責任者です。自主事業などの利用料の受領は出納係の窓口ス
タッフが行い、役割分担を明確にしており、けん制機能となっています。

③当該施設に係る経理と団体のその他の経理を明確に区分しているか？

　　　明確に区分していない 　　　明確に区分していない

　　　明確に区分している 　　　明確に区分している

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜仕組みを設けていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

②経理と出納の相互けん制の仕組みを設けているか？

※経理責任者と出納係の役割分担を明確にしているか、又はその他けん制機能があるか確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　役割分担を明確にしている 　　　役割分担を明確にしている

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　出納係資料とヒアリングにより確認しました。

伝票は勘定科目毎に伝票番号順及び処理日別に区分しており、任意にピックアップした数項目の収入伝票や支出
伝票は存在し即時に確認することができます。

評価機関　記述
＜存在しない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

地区センターにかかる経理は、指定管理者本部の経理と分離独立し、館長と経理責任者は予算に合わせて、常に収
支のバランスを考えて経理処理しています。

④収支決算書に記載されている費目に関し、伝票が存在するか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※当日、ランダムで全費目から 3 項目をピックアップし、伝票の存在を確認する。
なお、法人等の本部等で管理されている場合でも、コピー等により必ず伝票を確認する。

　　　存在する 　　　存在する

　　　存在しない 　　　存在しない
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＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　経理責任者が通帳を保管し、印鑑は館長が保管して、金庫で適切に保管していることを確認しました。

　　　適切に管理していない

⑤通帳や印鑑等を適切に管理しているか？

※通帳と印鑑等の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。

　　　適切に管理していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に管理している 　　　適切に管理している

＜目的に沿わない支出がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

ニーズ対応費は今宿音楽祭等のイベント費用、洋式トイレへの改造費、新刊図書購入費など、利用者の要望を実現
し、利用者へ還元するための目的に沿った適正な使途となっています。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
　ヒアリング及びニーズ対応費の資料により確認しました。

⑥ニーズ対応費の執行状況について、ニーズと対応した支出となっているか？

　　　評価対象外施設 　　　評価対象外施設

※ニーズ対応費として発生した支出内容に関し、品目、数量、金額を確認し、目的に沿った支出となっているかを確認
する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　目的に沿わない支出がある 　　　目的に沿わない支出がある

評価機関　記述

　　　目的に沿って支出している 　　　目的に沿って支出している

評価機関　記述

＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

通帳と印鑑は別々にして、金庫で保管しています。定期的に通帳の残高確認を行い、入出金状況を把握して確認に努
めています。
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＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（５）組織運営及び体制全般（その他）

評価機関　記述
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　当地区センターを管理する指定管理者は、旭区の地域の方が心よく利用できることを基本理念としています。この理
念に沿って地区センターは、地域の方が自主的な活動を通して地域の相互交流を深めることを目標とし、支援していま
す。このように指定管理者と地区センターとのマネジメントが確固として確立し、地域の方が安心して利用できるセン
ターを目指しています。

1・紙の分別による裏紙の再利用
2・不要不急の電源の切断
3・照明器具等の節減
4・冷暖房温度の適温設定
5・経費節減についての意識改革
6・省エネについて利用者への呼びかけ
以上、利用者のサービス低下にならないよう、効率的、効
果的な支出を心掛けるとともに無駄を省き経費削減に努め
ます。

　ヒアリング及び関連資料により確認しました。

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜経費節減に向けての取組みについて記述して下さい。
（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　経費節減に向けて努力しています。不必要な電源の切
断、照明器具の節減、冷暖房温・湿度の調整管理、裏紙
の再利用、利用者への省エネに対する啓蒙などを行い、
適正な経費節減に努めています。

指定管理者　記述 評価機関　記述

⑦経費削減に向けての取組みを行っているか？
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＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

1・毎週金曜日に実施している、子育て相談
2・食育のため、消費生活推進員による料理教室
3・旭区タウンミーティング
4・住民健康診断
5・地籍調査説明会

　子育て相談はパンフレット、その他は地区センターだより
やヒアリングと資料により確認しました。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜①市・区の施策としての事業協力の取組について記述
して下さい。（400字以内）＞

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以
内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述し
て下さい。（200字以内）＞

Ⅵ．その他

指定管理者　記述 評価機関　記述
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必要書類 根拠

（１）地域及び地域住民との
　　　情報交換

地域での会合等の議事録、地域
アンケート結果等

仕様書における運営改善の取組（地域住民の
主体的な活動の支援）に関する項目

（２）地区センター委員会等 委員会議事録等
仕様書における施設の運営に関する委員会の
設置（地区センター委員会等）の項目

（３）地域及び地域住民との
      連携全般（その他）

- -

（１）利用者会議 利用者会議の議事録等 仕様書における利用者会議の開催の項目
（２）利用者アンケート等の
　　　実施・対応

利用者アンケート結果の公表媒
体等

仕様書における運営改善の取組（地域や利用
者ニーズ把握）の項目

（３）意見・苦情の受付・対応
苦情解決の仕組みや対応策等の
仕組みに関する書類等

仕様書における意見・要望への対応の項目

（４）公正かつ公平な施設利用
規範・倫理規定等の資料、研修
資料等

仕様書における公平性の確保、人権の尊重の
項目及び基本協定書における人権の尊重の項

（５）自主事業 事業計画書、事業報告書等 特記仕様書における自主事業の項目
（６）図書の貸出し、購入
　　　及び管理

- 特記仕様書における図書コーナーの項目

（７）広報・PR活動
チラシ、広報よこはま、HP、パ
ンフレット、PR誌等

特記仕様書における施設情報の提供、施設の
ＰＲの項目

（８）職員の接遇 - -
（９）利用者サービスに関する
     分析・対応

- -

（１０）利用者サービスの
     向上全般（その他）

- -

（１）協定書等に基づく
　　　業務の遂行

点検等報告書等
基本協定書・仕様書・事業計画書における維
持管理の項目

（２）備品管理業務 備品台帳等
特記仕様書における備品管理業務の項目及び
基本協定書における備品等の扱いの項目

（３）施設衛生管理業務 研修資料等 基本協定書における廃棄物の対応の項目
（４）利用者視点での維持管理 - -
（５）施設・設備の維持管理全般
　　　（その他）

- -

（１）緊急時対応の仕組み整備 緊急時マニュアル等 仕様書における緊急時の対応等に関する項目

（２）防犯業務
機械警備等の契約内容等がわか
る資料、実施状況がわかる資料
等

特記仕様書における保安警備業務の項目

（３）事故防止業務
事故防止に関するマニュアル、
研修等資料等

仕様書における危機管理意識に基づく健全か
つ安全な業務執行の項目

（４）事故対応業務
事故対応に関するマニュアル、
研修等資料等

基本協定書における緊急時の対応についての
項目

（５）防災業務
指定管理者災害時対応マニュア
ル、消防計画届出書等

特記仕様書における災害等緊急時の対応の項
目

（６）緊急時対応全般（その他） - -

（１）業務の体制 事業計画書、業務日誌等
特記仕様書における開館時間の項目及び仕様
書における職員の雇用等に関すること及び事
業計画書等の作成・公表の項目

（２）職員の資質向上・情報共有
　　　を図るための取組

研修計画、窓口等の対応手順マ
ニュアル等

特記仕様書における職員の雇用・配置体制に
関する留意事項の項目

（３）個人情報保護・守秘義務 個人情報に関する研修資料等 仕様書における個人情報保護に関する項目
（４）経理業務 事業計画書、収支決算書等 -
（５）組織運営及び体制全般
　　　（その他）

- -

Ⅵ．その他

Ⅳ．緊急時対応

Ⅱ．利用者サービスの向上

Ⅲ．施設・設備の維持管理

◆参考：評価に必要な資料・評価項目の根拠

※評価全体を通して確認する書類：基本協定書、仕様書、事業計画書等（必要に応じて公募要項）

評価項目
Ⅰ．地域及び地域住民との連携

Ⅴ．組織運営及び体制



地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ レ アンケート

その他

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

0

公表している 公表している

対応策を実施していない 対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない 苦情等が寄せられていない

一部対応策を実施していない 一部対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない 苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない 苦情等が寄せられていない

仕組みがある 仕組みがある

公表していない 公表していない

記録している 記録している

記録していない 記録していない

対応策を実施している 対応策を実施している

周知していない

非該当

情報提供していない 情報提供していない

情報提供している 情報提供している

周知していない

周知している

設置している 設置している

周知している

公表していない 公表していない

情報提供しているが、一部不備がある 情報提供しているが、一部不備がある

一部対応策を実施していない

仕組みがない 仕組みがない

設置していない 設置していない

非該当 非該当

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない 対応策を実施していない

公表している 公表している

非該当

非該当

課題を抽出している 課題を抽出している

課題を抽出していない

特に課題がない

非該当

対応策を実施している 対応策を実施している

対応策を実施している

課題を抽出していない

実施していない

一部対応策を実施していない

非該当

実施していない

対応策を実施していない

年１回以上実施している 年１回以上実施している

対応策を実施していない

（

２
）

利
用
者
ア
ン
ケ
ー

ト
等
の
実
施
・
対
応

（

１
）

利
用
者
会
議

①利用者の生の声を運営に
取り入れ、また、運営内容を利
用者に理解してもらうため、利
用者会議を開催しているか？

②利用者会議からサービスに
係る課題を抽出しているか？

③利用者会議から抽出した
課題への対応策を講じてい
るか？

①サービス全体に対する利用
者アンケート等を、年1回以上
実施しているか？

②利用者アンケート等の調査
結果を分析し課題を抽出して
いるか？

非該当

対応策を実施している

課題を抽出していない

特に課題がない 特に課題がない

非該当 非該当

課題を抽出していない

0

一部対応策を実施していない

課題を抽出している

一部対応策を実施していない

開催している

開催していない 開催していない

課題を抽出している

開催している

特に課題がない

非該当

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

③地区センター委員会等から
抽出した課題への対応策を講
じているか？

対応策を実施している 対応策を実施している

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない 対応策を実施していない

非該当

課題を抽出していない

課題を抽出している

開催していない 開催していない

開催している 開催している

課題を抽出している

④苦情解決の仕組みを利用
者等に周知しているか？

④利用者アンケート等の結果
及び課題の対応策を公表して
いるか？

①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
か？

②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、ホームページでの受
付等）を設置しているか？

不備の数

非該当

特に課題がない

課題を抽出していない

特に課題がない

非該当

（

２
）

地
区
セ
ン
タ
ー

委
員
会
等

①利用者の要望の反映、施設
管理運営の意見具申、自主事
業の企画及び実施等について
審議するために、各施設の運
営に関する委員会を開催して
いるか？

②地区センター委員会等から
サービスに係る課題を抽出し
ているか？

⑦苦情等の内容及び対応策
を公表しているか？

③苦情解決の仕組みがある
か？

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

（

３
）

意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

③利用者アンケート等から抽
出した課題に対して、対応策
を講じているか？

⑤利用者から苦情等が寄せら
れた際には、内容を記録して
いるか？

⑥苦情等の内容を検討し、そ
の対応策を講じているか？

1/3



地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

①協定書等のとおり防犯業務
を実施しているか？

②鍵を適切に管理している
か？

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

③事故や犯罪を未然に防止す
るよう、日常、定期的に館内外
の巡回を行っているか？

揃っている

揃っていない 揃っていない

ある ある

ない

①ゴミ処理等における衛生管
理を適切に行っているか？

0 0

閲覧できない

適切に管理していない

安全性に関わる損傷等がない 安全性に関わる損傷等がない

安全性に関わる損傷等がある 安全性に関わる損傷等がある

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

不備の数 0 0

適切に管理している

②本市の分別ルールに沿って
適切に分別を行っているか？

適切に管理している

適切に管理していない

揃っている

（

２
）

備
品
管
理
業
務

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

②協定書等のとおり清掃業務
を実施しているか？

①指定管理者所有の備品と
区別した、地区センター（市所
有）の備品台帳があるか？

②地区センター（市所有）の備
品台帳に記された備品がすべ
て揃っているか？

③利用者が直接使う地区セン
ターの備品に安全性に関わる
損傷等がないか？

②事故防止策の研修等を実
施しているか？（常勤・非常勤
に関わらず）

①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
等をチェックしているか？

（

３
）

事
故
防
止
業
務

（

２
）

防
犯
業
務

①緊急時マニュアルを作成し
ているか？

（

１
）

協
定
書
等
に
基

づ
く
業
務
の
遂
行

（

６
）

図
書
の
貸

出
し
、

購
入
及
び

管
理

（

５
）

自
主

事
業

（

３
）

施
設
衛
生
管

理
業
務

（

１
）

緊
急
時

対
応
の
仕
組
み

整
備

研修を実施していない 研修を実施していない

一部の職員に実施していない 一部の職員に実施していない

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

チェックしている チェックしている

一部チェックに不備がある 一部チェックに不備がある

チェックしていない チェックしていない

定期的に行っていない 定期的に行っていない

定期的に行っている 定期的に行っている

作成していない

適切に管理している

適切に管理していない 適切に管理していない

評価対象外施設

適切に管理している

評価対象外施設

作成していない

適切に分別している

適切に分別していない 適切に分別していない

作成している 作成している

適切に分別している

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

協定書等のとおり実施していない 協定書等のとおり実施していない

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
管理している

協定書等のとおり管理していない 協定書等のとおり管理していない

ない

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

協定書等のとおり実施していない 協定書等のとおり実施していない

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
管理している

実施している

実施していない 実施していない

評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設） 評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設）

利用者から希望をとっている 利用者から希望をとっている

利用者から希望をとっていない 利用者から希望をとっていない

実施している

年齢や性別が網羅できていない

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない 一部の職員に実施していない

研修を実施していない 研修を実施していない

年齢や性別が網羅できている 年齢や性別が網羅できている

年齢や性別が網羅できていない

閲覧できない

行っていない 行っていない

行っている 行っている

備えていない備えていない

閲覧できる 閲覧できる

備えている 備えている

①協定書等のとおり建物・設
備を管理しているか？

④申請受付に当たっては、先
着順や抽選など、公平な方法
により行っているか？

⑤人権擁護に関する研修等
を、年１回以上、職員に対して
実施しているか？（常勤・非常
勤に関わらず）

②窓口に「利用案内」等を備え
ているか？

③窓口では利用者が「利用要
綱」を閲覧できるか？

不備の数

（

４
）

公
正
か
つ
公
平
な
施
設
利
用

①世代等を網羅した自主事業
を提供しているか？

②事業計画書等のとおり、事
業を実施しているか？

①図書の新規購入の際は、適
切な選定をするため、利用者
から希望をとっているか？

2/3



地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

不備の数

②消防計画に基づき、避難訓
練を実施しているか？

①事故対応策の研修等を実
施しているか？（常勤・非常勤
に関わらず）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

②個人情報の取扱いに関する
管理責任者を明確化している
か？

②協定書等のとおりに開館し
ているか？

①指定管理者災害時対応マ
ニュアルを作成しているか？

①職員の研修計画を作成して
いるか？（常勤・非常勤職員
に関わらず）

②職員に研修を行っている
か？（常勤・非常勤職員に関
わらず）

①協定書等で定めた職員体
制を実際にとっているか？

③事業計画書・事業報告書を
公表しているか？

⑥ニーズ対応費の執行状況
について、ニーズと対応した支
出となっているか？

③個人情報の取扱いについ
て、職員に対する研修を年１
回以上実施しているか？（常
勤・非常勤に関わらず）

④個人情報の取扱いについ
て、個別に誓約書を取ってい
るか？(常勤・非常勤に関わら
ず）

⑤窓口等の対応手順を記した
マニュアル等を作成し、活用し
ているか？

①個人情報の取扱いに関する
ルールやマニュアル等を整備
しているか？

⑤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
集しているか？

③当該施設に係る経理と団体
のその他の経理を明確に区分
しているか？
④収支決算書に記載されてい
る費目に関し、伝票が存在す
るか？

⑤通帳や印鑑等を適切に管
理しているか？

⑥個人情報を収集した際に
は、適切に使用しているか？

②経理と出納の相互けん制の
仕組みを設けているか？

⑦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
ために適切な措置を講じてい
るか？

0 0

不備の合計

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

不備の数 0 0

①適切な経理書類を作成して
いるか？

④各職員が研修計画に沿って
受講した研修の後、研修内容
を共有しているか？

0

目的に沿って支出している

（

５
）

防
災
業
務

（

４
）

事
故
対
応

業
務

②事故発生時の連絡体制を
確保しているか？

研修を実施していない

（

４
）

経
理
業
務

（

３
）

個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

適切に収集している

0

適切に管理している 適切に管理している

適切に管理していない 適切に管理していない

目的に沿わない支出がある

目的に沿って支出している

（

２
）

職
員
の
資
質
向
上
・
情
報
共
有
を
図

る
た
め
の
取
組

（

１
）

業
務
の
体
制

仕組みを設けていない 仕組みを設けていない

全ての職員に実施している

適切に作成していない

一部適切ではない書類がある

取っていない

研修を実施していない

その他けん制機能を設けている

一部適切な措置を講じていない

目的に沿わない支出がある

明確に区分している 明確に区分している

役割分担を明確にしている 役割分担を明確にしている

存在する

その他けん制機能を設けている

評価対象外施設 評価対象外施設

存在しない

適切に作成していない

適切に収集している

適切に使用していない 適切に使用していない

適切に使用している 適切に使用している

適切に収集していない

存在する

存在しない

明確に区分していない 明確に区分していない

研修を実施していない

適切に収集していない

一部適切ではない書類がある

適切な措置を講じている 適切な措置を講じている

適切に作成している

一部適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない 適切な措置を講じていない

適切に作成している

取っていない

全ての職員から取っている 全ての職員から取っている

一部の職員から取っていない 一部の職員から取っていない

全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない 一部の職員に実施していない

作成し、活用している

作成しているが、活用していない 作成しているが、活用していない

作成していない 作成していない

研修を実施していない

明確化している 明確化している

明確化していない 明確化していない

整備している 整備している

整備していない 整備していない

作成し、活用している

公表していない 公表していない

情報共有していない 情報共有していない

情報共有している 情報共有している

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない 一部の職員に実施していない

作成していない 作成していない

作成しており不備がない 作成しており不備がない

作成しているが不備がある 作成しているが不備がある

公表している 公表している

協定書等のとおり開館していない 協定書等のとおり開館していない

体制を確保していない 体制を確保していない

協定書等のとおり開館している 協定書等のとおり開館している

協定書等の職員体制をとっている 協定書等の職員体制をとっている

協定書等の職員体制をとっていない 協定書等の職員体制をとっていない

実施していない 実施していない

実施している 実施している

評価対象外施設 評価対象外施設

一部の職員に実施していない 一部の職員に実施していない

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

作成していない 作成していない

体制を確保している 体制を確保している

研修を実施していない 研修を実施していない

作成している 作成している
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