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評価結果の総括
※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）

評価機関 記述（400字以内）

・魅力あふれるまちづくり、いつまでも住み続けたい
保土ケ谷を基本目標とし、地域、行政、指定管理者
の三者一体となって、安心安全なまちづくり、多種
多様な事業の実施、また参加をしている。
・主役は利用者である地域の方々を支援することを
基本にご意見、ご要望に応じた対応を迅速に報告
し改善すべくところは見直し、さらなるデザインを加
える「Ｄ－ＯＯＤＡ」(ドゥーダ）を実施。
・次世代リーダーを発掘。地域コミュニティの重要性
を知る機会を作り、「みんなでなにかしよう！」「みん
なでやってみよう！」をサポート。
高齢化が進む地域に活力となって活躍することで
「地域・社会貢献」につなげていく。

【評価できると感じられる点】
・自治会主催の会議に参加し、そこから出た声を参考に図
書ボックスを設置するなど、運営の改善に活かしている。
・中学校の学校・家庭地域連携事業実行委員に参加し、
自治会や父兄と情報共有を図っている。
・月に1回、併設している地域ケアプラザと共催事業や施
設管理についての打ち合わせを行い、連携を深めてい
る。
・年2回地区センター委員会を開催し、当該年度の事業報
告や次年度の事業計画について説明し、委員会メンバー
からの意見具申を運営に活かしている。
・地区センター委員会での意見を踏まえ駐車場の車止め
の位置を変更したり、地区センターで予定している翌年度
の大型イベントの日程を年度最後の委員会で発表し、地
域の行事との調整を図っている。

「行ってみようか」「また来たいね」「楽しかったね」と
思っていただける地域の身近なオアシスを民間企
業の持つ柔軟で迅速な対応とノウハウを提供できる
ことを運営の基本と考えている。
①利用者サービス内容を提案していく中で、実施有
無に向けた「項目別アンケート」をお願いしている。
ポイントを絞ることや最終的に本来求められている
内容と相違がなのか確認している。実施する際には
周知と説明に十分な期間を設けられるようにしてい
る。
※「利用料金について」、体育室の利用料金の値下
げの提案をしたが設営状態の改善などが求められ
た。
※「図書の配架について」、配架日を決めていたが
準備でき次第配架をする方法に変更。
②貸出物品の充実を図る。
・子供たちがロビーで遊べるスペースと物品を用意
することで、いつ来ても楽しんで頂けます
③フリースペースではポットを常設し、茶葉を無料で
提供している
④インターネット予約システム導入

【評価できると感じられる点】
・客観性を担保するため、3年に一度外部機関によるアン
ケートも実施している。
・業務日誌に、「苦情・ご意見など」という欄が設けられてお
り、口頭での意見を記録に留める工夫がされている。
・隣接する初音ヶ丘地区センター（保土ヶ谷区）や市沢地
区センター（旭区）、生涯支援センターアワーズと、広報物
の相互配布を行っている。
・「図書購入アンケート」に対して、購入結果や購入できな
かった場合の回答を記載し、「購入要望への返答」という
ファイルに綴り閲覧できるようにすることで、双方向のコミュ
ニケーションを可能にしている。
・会社が作成した「見られ公務員」のテキストに基づき、「公
の施設の職員としてどう見られているか」自覚を持って業
務取り組むための研修を全員に実施している。
・受付窓口の担当者は座ることなく、常時立って対応して
いる。

【評価できると感じられる点】
・建築設備定期点検表と劣化台帳を基に、併設する地域
ケアプラザと打ち合わせし年間修繕予定表を作成し、優先
順位を決め実行している。
・日曜日を除く毎日、美化担当専属のコミュニティスタッフ
①協定書の基づく管理業務以外に日々の点検
による清掃が行われている。
チェックリストで小規模修繕を重視している。
・「定期性のある清掃箇所」と「不定期清掃箇所」に分かれ
・排煙窓の開閉確認を毎週1回行っている。
・施設管理者点検の時にケアプラザと情報を共有 た作業月報のチェックシートを基に、週1回から月1回の清
し、修繕依頼前（見積前）に意見交換を行えるように 掃が行われている。
・椅子の貼り替えや、壁のクロスの貼り替えを職員自らが実
している。
・建築設備定期点検と劣化台帳を基に年間修繕予 施し、施設の維持管理に努めている。
・メンテナンスと動作確認を兼ね、排煙窓の開閉確認を週1
定表を作成。優先順位を決めている。
※計画的に行うことで、急な修繕が発生しても的確 回行っている。
・一日5回の巡視点検を行い、ごみ、エレベーター、入口
な判断ができている
周辺、設備の破損状況などをチェックしている。
・横浜市水道局が実施する水回り研修に職員が参加し、
軽微な修理は自らが実施するようにしている。
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指定管理者 記述（400字以内）

評価機関 記述（400字以内）

①本社で作成している危機管理マニュアルをもとに
現場に即した「危機管理マニュアル」を作成。見直
しは毎年4～7月に行い、消防計画通り、8月の消防
訓練時に全スタッフに配布・説明している。2月の訓
練もマニュアルを使い、実施している。また、ＡＥＤ
研修についてもケアプラザと合同で行い、実践的な
消防署の指導を受けている。
・日々の防火任務表を管理することで、緊急時に迅
速な対応ができるようにしている。
・事務所内に緊急連絡先を掲示
・設備不具合時（エレベーターや中央監視盤）の緊
急対応を年1回、設備管理業者に依頼し研修してい
る。
・不審者対応研修も年1回ミーティングで実施。
※防犯グッズを常備している
※電波クリーニングを導入
※日々の巡回点検を重視していることもあり、非常
時の設備に関しても常に確認し不備がないことなど
チェックしている。

【評価できると感じられる点】
・法人の危機管理マニュアルに加え施設独自のマニュア
ルも作成されており、応急処置、火災、イベント事故など状
況に応じた7種類のマニュアルが作成されている。マニュア
ルは毎年見直しされており今年も新しいマニュアルが追加
されている。
・1日5回、館外と館内全室を「施設内外の見回り点検表」を
用い巡回している。トイレ内や体育用具の破損、料理室の
包丁の数などもチェックする点検表になっており、事故や
犯罪の未然防止に力を入れている。
・施設・設備等の清掃と点検を専門のスタッフに任せること
で、ねじのゆるみなど見逃しがちな細部までチェック・修繕
できる体制になっている。
・盗聴、盗撮に関わる電波クリーニングも実施し、防犯グッ
ズも常備するなど、防犯意識が高い。

①本社機能について
・総務人事、経理部門のほかに企画運営部門があ
り、現場に対して総括的な支援をしている
・本社主催会議として年2回「東日本館長会」を実
施。全体的な課題の検討と情報交換を行っている。
②年度計画書に基づき、館長1名、副館長2名、ス
タッフ16名（障がい者雇用含む）で運営している。
・館長は毎月「横浜エリア会議」を実施。横浜統括
館長を中心に情報の共有を行っている。（現在、横
浜市8館）
・職員、スタッフには、毎月1回のスタッフミーティン
グを行っている
・定年や雇用延長の期限を決めずに、毎年1回の個
人面談を行い、業務指導と高いモチベーションを維
持できるよう自己評価をして慣れでなくステップアッ
プを目指してもらう制度を取り入れている。（自主事
業講師、職員での雇用）

【評価できると感じられる点】
・障害者雇用も実施しており、また、家庭の状況に応じ勤
務時間を調整するなど、働きやすい環境を整えている。
・事業計画書、事業報告書のみならず、利用者会議の議
事録、センター委員会議事録も情報開示・閲覧文書として
開示している。
・職員に対しても、利用者に対しても声掛けがなされ風通
しの良い職場環境になっている。
・毎月開催されるスタッフミーティングをうまく活用し勤務時
間内で必要な研修や情報共有ができるように工夫してい
る。
・市主催の設備研修に積極的に参加し、修繕ノウハウの蓄
積と費用削減にむけた取り組みを実施している。
・利用者数の増減に関して、アンケートを活用し現状を正
しく分析したうえで対策を検討している。その結果、稼働率
が向上している。
・施設の設備、サービス等に変更がある場合は、トライアル
期間を設け利用者の意見を聞いたうえで更なる対策を講
じている。

①スタッフミーティングで「今月の行動指針」を決め
て業務改善に努めている。例えば「原点回帰」など
・提案、相談、意見、計画、実行・・・見つめ直すこと
を忘れず、行動指針を明確にし、サービス向上に努
める。
②コンプライアンスを重視し、この地区センターを
「楽しい」「満足できる」「質の高い」人と人との触れ
合いの場に出来るよう、民間企業の持つ良さを遺憾
なく発揮して行こうと考えている。コンプライアンスに
は「要求、期待に応える」という意味も含まれている
ため、さまざまな問題解決に対して、情報収集を的
確に行い、迅速解決へ向け、職員全員の力を結集
することが重要と考えている。
※解決期限を設けて、情報収集を開始することが対
応の速さと考えている。

【評価できると感じられる点】
・「ブルガリア料理教室」など区からの共催依頼や要望に
対して積極的に協力している。
・多数の民話が存在しているという保土ヶ谷らしさ、地域に
根付く活動を次世代リーダになるであろう高校生に知って
もらいたいとの思いから、近隣高校へ出向き共同で事業を
展開している。
・併設するケアプラザと設備、運営、イベント等積極的な情
報交換がなされている。共同でイベント、講座、お祭り等を
企画、運営することで幅広い層の利用者を集めることがで
き、満足度の高い企画が実施できている。
・地域の学校等との交流を深めており、いつでも連携でき
る体制を構築している。
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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？
※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。
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。
指定管理者 記述
評価機関 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 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
て記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング
①自治会、住民との連携
・ケアプラザ、地区センター合同祭りを共催（発表、出展、
展示）で行っている。
・自治会主催の会議、イベント、消防訓練に参加し情報共
有を行っている。
・近隣自治会よりセンター委員に8名に参加いただいてい
る。
※地域からのご意見・ご要望のほかに今後の予定なども把
握することができる。
②小学～高校生との連携
・各学校代表よりセンター委員4名参加いただいている。
・中学校の学校・家庭・地域連携事業実行委員に参加。ま
た、職場体験を通じ、施設の理解を深めてもらう。
・近隣高校の部活動を通して、地域活動の場を企画から実
施までバックアップ。
※学校の行事日程、情報を把握できる。
③併設しているケアプラザとの連携
・共催事業を行うことで、地域、世代ともにより広く、情報収
集、広報など実施できている。
※福祉団体との連携もできている。

＜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）＞
・自治会主催の会議に参加し、そこから出た声を参考に図
書ボックスを設置するなど、運営の改善に活かしている。
・中学校の学校・家庭地域連携事業実行委員に参加し、
自治会や父兄と情報共有を図っている。
・月に1回、併設している地域ケアプラザと共催事業や施
設管理についての打ち合わせを行い、連携を深めてい
る。

（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？
※議事録により確認する。
指定管理者 チェック
開催している

評価機関 チェック
開催している

開催していない

開催していない
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）＞
年2回地区センター委員会を開催し、当該年度の事業報告や次年度の事業計画について説明し、委員会メンバーか
らの意見具申を運営に活かしている。
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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
課題を抽出していない

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
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）＞
副館長からのヒアリング、資料：地区センター委員会議事録
＜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）＞

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？
※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。
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

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

非該当
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）＞
副館長からのヒアリング、資料：地区センター委員会議事録
＜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での意見を踏まえ駐車場の車止めの位置を変更したり、地区センターで予定している翌年度の大
型イベントの日程を年度最後の委員会で発表し、地域の行事との調整を図っている。

（３）地域及び地域住民との連携全般（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）＞

＜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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Ⅱ．利用者サービスの向上
（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？
※議事録により確認する。
指定管理者 チェック
開催している

評価機関 チェック
開催している

開催していない

開催していない
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利用者会議からサービスに係る課題を抽出しているか？
※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。
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
課題を抽出していない

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
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）＞
資料：利用者会議議事録
＜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）＞
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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？
※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。
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る
対応策を実施している
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

対応策を実施していない

非該当

非該当
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）＞
資料：利用者会議議事録
＜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）＞
年2回利用者会議を開催し、利用者からの意見・要望を吸い上げ、今後の取組に活かしている。

（２）利用者アンケート等の実施・対応
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。
評価機関 チェック
指定管理者 チェック
アンケート
年１回以上実施している
年１回以上実施している
実施していない
その他
評価機関 記述
＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞
平成29年7月～9月にかけて「地区センターご利用に関するアンケート」を実施。また3年に一度外部機関によるアン
ケートも実施している。
＜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）＞
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）＞
客観性を担保するため、3年に一度外部機関によるアンケートも実施している。
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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
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

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
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）＞
資料：利用者アンケート集計結果
＜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）＞

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？
※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で課題を抽出していない、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
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

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

非該当
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）＞
資料：利用者アンケート集計結果
＜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）＞
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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？
※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。
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

非該当

非該当
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）＞
現場確認：ロビーに「利用者アンケート集計結果」が掲示されている。
＜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）＞

＜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
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？
※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。
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
情報提供している
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

情報提供していない

情報提供していない
評価機関 記述
＜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）＞

＜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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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？
※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
評価機関 チェック
設置している
設置している
設置していない

設置していない
評価機関 記述

＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞
各部屋に「アンケートBOX」が設置されている。
＜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）＞

＜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）＞
各部屋にアンケートBOXが設置され、毎日チェックしている。

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
仕組みがある
仕組みがある
仕組みがない

仕組みがない
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）＞
資料：苦情対応マニュアル
＜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）＞

＜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）＞

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
評価機関 チェック
周知している
周知している
周知していない

周知していない
評価機関 記述

＜周知方法を記述して下さい。（100字以内）＞
「ご意見の受付から対応までの流れ」と題したフロー図が、ロビーに掲示されている。
＜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）＞

＜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）＞

10

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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述
＜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）＞

＜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）＞
業務日誌に、「苦情・ご意見など」という欄が設けられており、口頭での意見を記録に留める工夫がされている。

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※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。
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

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

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
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）＞
資料：利用者からの意見・要望・提案・指摘事項に対する対応状況報告
＜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）＞

⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？
※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。
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

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
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）＞
現場確認：ロビーに「ご意見箱より」と題し、ご意見とそれに対して回答したものが掲示されている。
＜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）＞

＜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）＞
すぐに対応できない問題に関しても、代替案を提示し、前向きに取り組む姿勢を示している。
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（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？
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
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
報の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。
さい。（50字以内）＞
（400字以内）＞
副館長からのヒアリング
＜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）＞
＜広報ツール＞①館内のポスター掲示②チラシの配布③
ホームページの開設④毎月の「地区センターだより」の発
刊⑤ツイッター開設
＜広報ボード＞①玄関前「広報ケース」②駐車場ホール
広報ボード③ロビー中央「自主事業広報ボード」④目的別
広報ボード「サークル情報」「センターからのお知らせ」「地
域情報」「指定管理者・行政関係情報」
＜地域への広報依頼＞①自治会町内会での「掲示板」
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
「回覧板」活用②学校内掲示板、家庭配布活用③地元
（200字以内）＞
CATV会社の取材④隣接する保土ケ谷区：初音ヶ丘地区
センター、旭区：市沢地区センター、アワーズとの広報物
相互配布
・隣接する初音ヶ丘地区センター（保土ヶ谷区）や市沢地
区センター（旭区）、生涯支援センターアワーズと、広報物
の相互配布を行っている。
・地元のCVTV会社への取材依頼をしている。
・学校の掲示板や家庭用に、広報物を配布している。

②窓口に「利用案内」等を備えているか？
※目視により確認する。
指定管理者 チェック
備えている

評価機関 チェック
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）＞
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③窓口では利用者が「利用要綱」を閲覧できるか？
※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
閲覧できる
閲覧できる

評価機関 チェック

閲覧できない

閲覧できない
評価機関 記述
＜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）＞

＜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」と共に「センター委員会議事録」や「利用者会議議事録」も閲覧できるようになっている。

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？
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

行っている

行っている

行っていない

行っていない
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）＞
副館長からのヒアリング
＜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）＞

＜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）＞
・ロビーには3カ月先までの貸館の状況を表示した「予約状況表」が掲示されている。
・受付には「応当日」や「電話予約受付」「仮予約受付期限」などの日付が大きく表示されている。
・インターネットでの予約システムを2月から導入する計画である。

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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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
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）＞
資料：スタッフミーティング議事録にて、平成29年11月28日に「人権研修」を実施したことを確認。
＜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）＞
今年度は10月と1月の2回の人権擁護に関する研修を予定しており、外部から専門の講師を招き実施する。

13

（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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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

年齢や性別が網羅できていない
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）＞
資料：平成29年度事業報告書、平成30年度自主事業計画書
＜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）＞

＜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。
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
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）＞

＜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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（６）図書の貸出し、購入及び管理
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

評価機関 チェック
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

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）
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）＞
資料：図書購入アンケート
＜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）＞
「図書購入アンケート」に対して、購入結果や購入できなかった場合の回答を記載し、「購入要望への返答」というファ
イルに綴り閲覧できるようにすることで、双方向のコミュニケーションを可能にしている。

（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？
※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
＜施設全体及び各事業に関する具体的な広報・ＰＲ活動 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング
＜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）＞
＜館内で配布している広報物＞ ①月刊の「地区センター
だより」②「施設利用のご案内」③体育室個人利用のご案
内④各種イベント／自主事業開催チラシなど
＜館内掲示物＞ ①指定管理者・行政関係情報②図書の
お知らせ③ご利用関連のお知らせ④センターからのお知
らせ⑤地域情報・・コーナー別に掲示
＜その他の館内掲示＞①サークル関連情報②自主事業
開催情報③バス時刻表
＜ホームページ＞ ①基本的にはほぼ毎週更新を心掛け ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
ている②地元ＣＡＴＶ取材動画も掲載している
（200字以内）＞
＜館外での広報活動＞①各自治会、回覧板・掲示板へ
「地区センターだより」「職員募集案内」「イベント情報」など
を掲載依頼している②ミニコミ誌の活用③小中学校掲示
・広報紙の掲示等を、自治会町内会での「掲示板」は132
板・学校配布を依頼している
カ所、「回覧板」は602カ所に依頼している。
・各部屋に広報紙が掲示されており、地区センターの活動
内容をPRしている。
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（８）職員の接遇
※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜窓口･電話･施設内での挨拶・分かりやすい説明・言葉
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
づかい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組内
（200字以内）＞
容について記述して下さい。（400字以内）＞
＜採用時研修＞①対象：新規採用者全員（含：作業スタッ
フ） ②講師：接遇接客指導専門の外部講師 ③内容：
サービス業としての接遇・接客・対応について専門的かつ
実践的な研修を行うと同時に、様々な場面に素早く対応で
きるようにケース別のロールプレイイングを交えて研修を実
施している＜毎年行う研修＞採用時研修をバージョンアッ
プし、現場での実践に活かせる課題研修を実施。
コミュニケーション研修・・・自分のコミュニケーション力を知
る。
人権研修・・・年2回実施 内部・外部研修
＜スタッフ研修会＞毎月の施設点検日に2時間をかけて
実施し、利用者から頂いた「声：意見・要望等」の共有と対
応検討を行っている<その他の研修>「見られ公務員」のテ
キストに基づき、公共施設職員としての心構えについて全
員が研修を実施。
＜服装＞緊急時に備え、スポーツシューズを内履きにして
いる。制服として、スタッフはエプロンを着用している。

＜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）＞

・会社が作成した「見られ公務員」のテキストに基づき、「公
の施設の職員としてどう見られているか」自覚を持って業
務取り組むための研修を全員に実施している。
・受付窓口の担当者は座ることなく、常時立って対応して
いる。

（９）利用者サービスに関する分析・対応
※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。
指定管理者 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。
＜利用者サービス（部屋別・時間帯別の利用実績、アン
（200字以内）＞
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）＞
＜利用実績の集計＞
来館者利用実績は毎日行い＜時間帯別＞＜男・女＞＜
年齢帯別＞＜居住区分別＞＜利用部位別＞に団体利用
者と個人利用者合計で集計・分析している
＜アンケートの分析と課題提起＞
①種別アンケート実施・・・・自主事業、部屋利用他
②アンケートBOX（ご意見箱）の収集（月1回）
タイムリーなご意見を把握するため、毎月でスタッフミー
ティングで検討。
③図書購入希望アンケートを随時行っている。希望を取る ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
だけでなく、その他図書コーナーについてのご意見がいた （200字以内）＞
だける様式にしているため、スペースの改善に役立ててい
る。
＜現状の問題点と課題＞
・団体利用は増えているが、個別団体の総人数が少数に ・団体利用者数の減少を改善するため、利用団体のポス
なってきている。団体利用者数が減少していることに直結 ターやチラシ作りの支援をしている。
→サークル応援事業を強化
・今後の取組や販促に活かすため、夏休みに利用してい
・小学生の平日利用減少について→土日の子供向けイベ る小学生がどこの小学校から来ているかを調査している。
ントを実施。また、夜間時間帯に親子で参加できる講座も
実施中。
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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）＞
・「急須」と「茶葉」を受付で提供し、フリースペースで無料でお茶を飲むことができる。
・和室の畳はアレルギー対応の畳が使用されている。
・パンツ型おむつの履き替えや着替えを必要とする時用に、「フィッティングボード（すのこ）」がトイレに用意されてい
る。 ・ロビーではWiFiが繋がるようになっている。
＜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）＞
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Ⅲ．施設・設備の維持管理
（１）協定書等に基づく業務の遂行
①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？
※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
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

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

協定書等のとおり管理していない

協定書等のとおり管理していない

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）＞

＜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）＞
建築設備定期点検表と劣化台帳を基に、併設する地域ケアプラザと打ち合わせし年間修繕予定表を作成し、優先順
位を決め実行している。

②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？
※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）。
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
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
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

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）＞

＜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）＞
・日曜日を除く毎日、美化担当専属のコミュニティスタッフによる清掃が行われている。
・「定期性のある清掃箇所」と「不定期清掃箇所」に分かれた作業月報のチェックシートを基に、週1回から月1回の清掃
が行われている。
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（２）備品管理業務
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 チェック

ある

ある

ない

ない
評価機関 記述
＜（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）＞

＜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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
揃っている
揃っている
揃っていない

揃っていない
評価機関 記述
＜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）＞

＜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？
※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。
※すでに対応済みの場合は、「安全性に関わる損傷等がない」と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 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
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
評価機関 記述
＜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）＞

＜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）＞
・椅子の貼り替えや、壁のクロスの貼り替えを職員自らが実施し、施設の維持管理に努めている。
・メンテナンスと動作確認を兼ね、排煙窓の開閉確認を週1回行っている。
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（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
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）＞

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？
※ゴミ容器等により確認する。
指定管理者 チェック
適切に分別している

評価機関 チェック
適切に分別している

適切に分別していない

適切に分別していない
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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（４）利用者視点での維持管理
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？
※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。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜清潔な状態及び使いやすい施設とするための取組につ ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
いて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング
＜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）＞
「安全・安心・公平・公正・清潔」を常に意識し清潔で使い
やすい施設であること
①施設内の様式トイレと多目的トイレについてはすべて温
水洗浄器を取りつけている
②着替え等に利用できるよう、４階多目的トイレ内に木製の
「簀の子」を設置している
③地区センターの階段の壁面、プレイルームには季節の
展示をしており、小さいお子様に喜ばれている
④スタッフによる1日5回の巡視点検には「トイレの見回り」 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
「ゴミの回収」が含まれている
（200字以内）＞
⑤水回り研修に参加し、軽度な修理を自ら行うようにしてい
る
⑥設備管理に関して、不足事項、法改正などをケアプラザ
・一日5回の巡視点検を行い、ごみ、エレベーター、入口
と情報共有、協議を行っている。
周辺、設備の破損状況などをチェックしている。
・横浜市水道局が実施する水回り研修に職員が参加し、
軽微な修理は自らが実施するようにしている。

（５）施設・設備の維持管理全般（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）＞

＜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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Ⅳ．緊急時対応
（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？
※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
作成している
作成している
作成していない

作成していない
評価機関 記述
＜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）＞
・法人の危機管理マニュアルに加え施設独自のマニュアルも作成されており、応急処置、火災、イベント事故など状況
に応じた7種類のマニュアルが作成されている。マニュアルは毎年見直しされており今年も新しいマニュアルが追加さ
れている。

（２）防犯業務
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。
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
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
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

評価対象外施設
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。＞
機械警備
その他（具体的に：
＜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）＞
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）

②鍵を適切に管理しているか？
※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。
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
適切に管理していない

適切に管理していない
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）＞
副館長からのヒアリング 現場：事務所内キーボックスを確認
＜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）＞

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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
定期的に行っている
定期的に行っている
定期的に行っていない

定期的に行っていない
評価機関 記述
＜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）＞

＜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日5回、館外と館内全室を「施設内外の見回り点検表」を用い巡回している。トイレ内や体育用具の破損、料理室の包
丁の数などもチェックする点検表になっており、事故や犯罪の未然防止に力を入れている。
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（３）事故防止業務
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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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
評価機関 記述
＜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）＞

＜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）＞
施設・設備等の清掃と点検を専門のスタッフに任せることで、ねじのゆるみなど見逃しがちな細部までチェック・修繕で
きる体制になっている。

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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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
評価機関 記述
＜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）＞
「体育館の床板の剥離による負傷事故」をテーマに平成29年6月27日、スタッフ会議で全職員を対象に勉強会を実施
していることを確認。当日休みの職員には後日資料を渡し伝達している。
＜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）＞
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（４）事故対応業務
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）
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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
評価機関 記述
＜施設にAEDを設置しているかチェックして下さい。＞
設置している
設置していない（併設の地域ケアプラザに設置）
＜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）＞
平成30年2月27日、併設の地域ケアプラザと合同で全職員を対象に「AEDの操作について」研修を実施していることを
確認。
＜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）＞

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。
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
体制を確保している
体制を確保していない

体制を確保していない
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）＞
副館長からのヒアリング 資料：「職員緊急連絡網」「緊急連絡先リスト」 現場：事務所書棚裏に掲示を確認
＜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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（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？
※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。
※評価対象外施設だがマニュアルを作成している場合は、『評価対象外施設である』にチェックをしたうえで、評価でき
ると感じられる点として記載する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
評価対象施設であり、作成している
評価対象施設であり、作成している
評価対象施設だが、作成していない

評価対象施設だが、作成していない

評価対象外施設である

評価対象外施設である
評価機関 記述
＜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）＞
当施設は横浜市防災計画に基づく補完施設であり指定管理者ではないものの、併設しているケアプラザが指定管理
者のため地震や火災など状況に合わせて対応できるようにマニュアルを作成している。

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
実施している

評価機関 チェック
実施している

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、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）＞

（６）緊急時対応全般（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）＞
盗聴、盗撮に関わる電波クリーニングも実施し、防犯グッズも常備するなど、防犯意識が高い。
＜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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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
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）＞

＜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）＞
障害者雇用も実施しており、また、家庭の状況に応じ勤務時間を調整するなど、働きやすい環境を整えている。

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。
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る
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ない

協定書等のとおり開館していない
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）＞

＜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事業計画書・事業報告書を公表しているか？
※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
る旨をポスター等で周知していれば、公表していると判断する。
※ホームページでも公表している場合は、評価できると感じられる点として記載する。
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
評価機関 記述

＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞
館内窓口に閲覧希望者に閲覧できる旨、掲示している。
＜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）＞

＜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）＞
事業計画書、事業報告書のみならず、利用者会議の議事録、センター委員会議事録も情報開示・閲覧文書として開
示している。
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（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組
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。研修計画に最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
評価機関 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
評価機関 記述
＜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）＞

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
全ての職員に実施している

評価機関 チェック
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
評価機関 記述
＜確認手段（資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（５0字以内）＞
副館長からのヒアリング 資料：「今井地区センタースタッフミーティング議事録」「研修シート」
＜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）＞
・H29年7月25日、新しい職員を対象に接遇に関わるリカレント研修を実施していることを確認。
・全職員を対象に、毎月のスタッフ会議で接遇を含め日常業務のポイントについて研修を実施していることを確認。
＜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）＞
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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。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング
＜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内部・外部での研修については、無償で参加可能として
おり、特殊なケースを除き研修受講を勤務時間として認定
し、交通費を支給している
②スタッフミーティングの時に必須の研修会を開催し、全
職員スタッフが参加できるようにしている。研修振り返りも行
い、意見交換をしている。
③公的機関が実施する「研修」「勉強会」には管理者を中
心に積極的に参加しているが、必要と判断される場合は情 ＜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）＞
報を共有し参加者の幅を広げている。
・毎月開催されるスタッフミーティングをうまく活用し勤務時
間内で必要な研修や情報共有ができるように工夫してい
る。
・日常業務に関係する事案について取り上げることで、職
員のミーティングへの参加意欲を高めている。
・外部研修に関しては、研修受講費の負担と勤務時間内
での受講を認め研修に参加しやすい環境を整えている。

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
情報共有していない

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）＞
副館長からのヒアリング 資料：「今井地区センタースタッフミーティング議事録」
＜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）＞
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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？
※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）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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

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
評価機関 記述
＜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）＞

＜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）＞

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？
指定管理者 記述

評価機関 記述

＜その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みに ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング 資料：「今井地区センタースタッフ
ミーティング議事録」
＜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勤務交代毎に業務開始前の朝礼と、終了後の終礼で連
絡事項や問題点などを確認し引き継いでいる。
②継続的な問題点や注意事項は「スタッフ日誌」に記入
し、スタッフ全員が共有できるようにしている。
③管理者からの要請・注意事項について業務日報に記載
して情報共有している。
④月1回のスタッフミーティングを開催して、各種研修や、 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
業務改善の話し合いを全員で行うことによって、自身の業 （200字以内）＞
務に対する取り組み意欲や習熟度の向上を図っている。
・毎年、職員に面談アンケートと自己評価シートを記載して
もらい面談を実施している。
・職員の意見や要望を聞いた上で、職員の意向に沿って
ステップアップの機会を設けている。
・職員に対しても、利用者に対しても声掛けがなされ風通
しの良い職場環境になっている。
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（３）個人情報保護・守秘義務
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？
※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
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
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）＞

＜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個人情報の取扱いに関する管理責任者を明確化し、周知しているか？
指定管理者 チェック
明確化し、周知している

評価機関 チェック
明確化し、周知している

明確化しているが周知していない

明確化しているが周知していない

明確化していない

明確化していない
評価機関 記述
＜明確化または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）＞

＜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）
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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
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)＞

＜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）＞
個人情報に関する研修の後に「個人情報保護教育テスト」を実施し理解度チェックをするとともに、誤って解釈されてい
る箇所があれば毎月開催されるスタッフミーティングで解説し理解を深められるようにしている。
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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）
※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。
指定管理者 チェック
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
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

取っていない

取っていない
評価機関 記述
＜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)＞

＜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）＞

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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に収集している
適切に収集している
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
＜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）＞

＜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）＞

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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）＞

＜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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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？
※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、不要な情報の廃棄、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
評価機関 チェック
適切な措置を講じている
適切な措置を講じている
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

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
＜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）＞
副館長からのヒアリング 現場：事務所パソコンとパソコン内の個人情報ファイル、書棚、シュレッダーを確認
＜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）＞

（４）経理業務
①適切な経理書類を作成しているか？
※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。
指定管理者 チェック
適切に作成している

評価機関 チェック
適切に作成している

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）＞

＜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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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
その他けん制機能を設けている
（具体的に：

その他けん制機能を設けている
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
＜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）＞
副館長からのヒアリング 資料：平成30年8月小口現金明細出納簿
＜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）＞

＜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？
指定管理者 チェック
明確に区分している

評価機関 チェック
明確に区分している

明確に区分していない

明確に区分していない
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）＞
副館長からのヒアリング 資料：「平成29年度今井地区センター収支予算書及び報告書」「定期支出申込書」
＜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）＞

＜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）＞

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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
存在する
存在する
存在しない

存在しない
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）＞
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）

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。
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
適切に管理していない
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）＞
副館長からのヒアリング 現場:事務所書庫で通帳、印鑑を確認
＜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

＜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）＞

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？
※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
目的に沿って支出している
目的に沿って支出している
目的に沿わない支出がある

目的に沿わない支出がある

評価対象外施設

評価対象外施設
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）＞
副館長からのヒアリング 資料：「平成30年度ニーズ対応費使途一覧」
＜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）＞
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⑦経費削減に向けての取組みを行っているか？
指定管理者 記述

評価機関 記述

＜経費節減に向けての取組みについて記述して下さい。 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング
＜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）＞
民間企業らしいマーケティングノウハウを駆使し「費用対効
果」が大きい利用者サービスにのみ重点志向で費用を投
入しているが、利用者サービスを損なわないことを念頭に
費用削減を徹底している
①安定器不良になった照明や非常灯は経年劣化が今後
見込まれるためＬＥＤ機器に改修している。結果、約3年間
の電気代削減率で初期投資額プラスαの削減が実現でき
た。省エネは日常行動として空調や照明をこまめに消すよ
うにしている
②トイレの水量を「汚れの付着がない限度」まで絞り込んで
いる。
③内部で使用する書類は極力裏紙を使用するようにして
いる
④電気会社の変更など行い、今後さらなる経費削減をケア
プラザと協議している。

＜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）＞
・LED機器に改修することで実際に電気代が削減されてお
り、3年かからずに投資を回収できている。
・市主催の設備研修に積極的に参加し、修繕ノウハウの蓄
積と費用削減にむけた取り組みを実施している。
・併設のケアプラザと、設備関係に関しても細かな情報共
有と協議がなされており計画的な修繕がなされている。

（５）運営目標
①前年度の自己評価結果（改善計画）が今年度の計画・目標に反映されているか？
指定管理者 チェック
全て反映されている

評価機関 チェック
全て反映されている

一部反映されていない項目がある

一部反映されていない項目がある

全て反映されていない

全て反映されていない

前年度評価で改善する項目が無い

前年度評価で改善する項目が無い
評価機関 記述
＜反映されていない項目がある場合は、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）＞
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②前年度の市（区）からの指摘・改善指導事項に対応しているか？
※前年度の業務点検報告書、業務点検結果シートを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全て対応している
全て対応している
一部未対応の項目がある

一部未対応の項目がある

全て対応していない

全て対応していない

市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

市（区）からの指摘・改善指導事項が無い
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）＞
副館長からのヒアリング 資料：業務点検報告書
＜未対応の項目がある場合は、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）＞

③施設の課題、目標、進捗について区と協議されているか？
※業務点検に係る実地調査やヒアリングを通じて、区と指定管理者で課題や目標、進捗について協議がなされている
かを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
年に１回以上は協議している
年に１回以上は協議している
協議されていない

協議されていない
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）＞
副館長からのヒアリング
＜協議されていない場合は、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）＞
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④その他運営目標を適切に設定し、振り返りがなされているか？
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜目標設定及び自己評価における取組み方や職員への
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
周知・共有について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング

平成29年度について＜利用者サービス＞自主事業→前
年比延べ参加人数12％増前期・後期と振り返り期間を最
短にする。また、トライアル期間をもけるなど柔軟な対応を
利用者に理解を得ながら実施。アンケート・ホットボイスか
らのフィードバックを最長2か月。実行期限を職員で決め、
重要度ランク別に手順に沿い行っている。実施：部屋貸し
目的範囲の緩和、申込み範囲の緩和（条件付き）、貸出物
品の充実など。結果、稼働率アップとなった。しかし、利用
者数の減少の原因を洗い出しを行った。＜業務運営と支
出計画＞年度修繕計画を作成している。特に照明関係の
不良について、すぐに対応すべき非常灯などを除き、計画
に沿い改修を行っている。変動費について、次なる削減策
をケアプラザと協議中。
平成30年度について＜次世代リーダー発掘とフォロー＞
近隣高校に出向き、地域活動参加の企画を持ち込むな
ど、積極的に行っている。

＜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）＞
・利用者数の増減に関して、アンケートを活用し現状を正
しく分析したうえで対策を検討している。その結果、稼働率
が向上している。
・施設の設備、サービス等に変更がある場合は、トライアル
期間を設け利用者の意見を聞いたうえで更なる対策を講
じている。
・利用者からの意見等をスタッフミーティングで共有し重要
度に応じて期限を設け対策を講じている。

（６）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）＞

＜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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Ⅵ．その他
指定管理者 記述

評価機関 記述

＜①市・区の施策としての事業協力の取組について記述 ＜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）＞
して下さい。（400字以内）＞
副館長からのヒアリング
保土ケ谷区は「いつまでも住み続けたいほどがや」を基本
目標としており、地区センターは、区と地域との懸け橋とな
る役割を担うため、区政90周年 事業を計画。区のシンボ
ルであるカルガモモチーフにしたマスコットづくりを実施。
また、ブルガリア共和国と パートナー都市協定を締結して
いるため「ブルガリア料理教室」を協働で実施予定。
区制推進課が作成したガイドマップをもとに、年1回ウォー
ク事業も開催している。歴史ある保土ケ谷をアピール。
30年度は保土ケ谷の民話を語り継ぐ団体とコラボし、次世
代リーダー地域の高校生に継承すべく事業を展開してい
る。
現在は部活動の一環として訪問し活動中。
また、毎週水曜日にこども家庭支援課と協力して「子育て
支援相談会」を開催している。
＜市・区主催研修＞
設備研修は毎年必ず出席し情報更新に努め、研修資料
を職員回覧し共有している。コーディネーター研修も他施
設連携に役立てている。

＜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）＞
・「ブルガリア料理教室」など区からの共催依頼や要望に
対して積極的に協力している。
・多数の民話が存在しているという保土ヶ谷らしさ、地域に
根付く活動を次世代リーダになるであろう高校生に知って
もらいたいとの思いから、近隣高校へ出向き共同で事業を
展開している。

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
内）＞
さい。（50字以内）＞
副館長からのヒアリング
併設しているケアプラザとの連携
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
・施設長の情報交換、合同で研修を行うこと以外に、職員 （200字以内）＞
同士での事業計画の情報交換を行っている。
＜事業の実施＞
年間イベントでは、合同、協力で実施している件数として4
事業。また、連続講座も実施している。合同、協力で実施
するメリットは、予算削減、的確な健康講座の実施、網羅で
きない周知ネットワークの構築ができている。職員の意識
がケアプラザの事業にj興味を持つようになり、同じような事
業にならない工夫をしている。イベント：地域、カレーで集
う・こども夏まつり・合同秋祭り・ファミリーDAY 講座：姿勢
教室、シニアボランティア育成講座、衛生研修会など
＜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）＞
＜自治会からの相談・要請＞
各自治会での子供会や老人会などで企画などでお困りの
・併設するケアプラザと設備、運営、イベント等積極的な情
時、安心して実施できるよう提案をしています。
報交換がなされている。共同でイベント、講座、お祭り等を
企画、運営することで幅広い層の利用者を集めることがで
＜設立20周年に向けて＞
ケアプラザと前年よりプロジェクトを立ち上げ、プレ事業を き、満足度の高い企画が実施できている。
・地域の学校等との交流を深めており、いつでも連携でき
計画中。
る体制を構築している。
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◆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
（１）地域及び地域住民との
情報交換
（２）地区センター委員会等
（３）地域及び地域住民との
連携全般（その他）
Ⅱ．利用者サービスの向上
（１）利用者会議
（２）利用者アンケート等の
実施・対応
（３）意見・苦情の受付・対応
（４）公正かつ公平な施設利用
（５）自主事業
（６）図書の貸出し、購入
及び管理
（７）広報・PR活動
（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）
Ⅲ．施設・設備の維持管理
（１）協定書等に基づく
業務の遂行
（２）備品管理業務
（３）施設衛生管理業務
（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）
Ⅳ．緊急時対応
（１）緊急時対応の仕組み整備
（２）防犯業務
（３）事故防止業務
（４）事故対応業務
（５）防災業務
（６）緊急時対応全般（その他）
Ⅴ．組織運営及び体制

必要書類
地域での会合等の議事録、地域
アンケート結果等
委員会議事録等

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
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

-

-

利用者会議の議事録等
利用者アンケート結果の公表媒
体等
苦情解決の仕組みや対応策等の
仕組みに関する書類等
規範・倫理規定等の資料、研修
資料等
事業計画書、事業報告書等

仕様書における利用者会議の開催の項目
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

-

特記仕様書における図書コーナーの項目

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
-

-

-

-

-

仕様書における意見・要望への対応の項目
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
特記仕様書における自主事業の項目

研修資料等
-

基本協定書・仕様書・事業計画書における維
持管理の項目
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
基本協定書における廃棄物の対応の項目
-

-

-

緊急時マニュアル等
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
事故防止に関するマニュアル、
研修等資料等
事故対応に関するマニュアル、
研修等資料等
指定管理者災害時対応マニュア
ル、消防計画届出書等
-

仕様書における緊急時の対応等に関する項目

点検等報告書等
備品台帳等

（１）業務の体制

事業計画書、業務日誌等

（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）経理業務

研修計画、窓口等の対応手順マ
ニュアル等
個人情報に関する研修資料等
事業計画書、収支決算書等

（５）運営目標

自己評価表、管理運営業務点検
報告書、業務点検結果シート

（６）組織運営及び体制全般
（その他）
Ⅵ．その他

根拠

-

特記仕様書における保安警備業務の項目
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
基本協定書における緊急時の対応についての
項目
特記仕様書における災害等緊急時の対応の項
目
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
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
仕様書における個人情報保護に関する項目
基本協定書における事業計画書、事業報告
書、自己評価、業務実施状況の点検、市によ
る業務の改善指示に関する項目
-

地区センター
大項目

評価シートチェック項目一覧
中項目

（
）

２
地
区
セ
ン
タ

ー

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

委
員
会
等

指定管理者 チェック

評価項目

①利用者の要望の反映、施設
管理運営の意見具申、自主事 レ 開催している
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
開催していない
いるか？

レ 開催している

開催していない

レ 課題を抽出している
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？

レ 課題を抽出している

課題を抽出していない

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

レ 対応策を実施している
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？

レ 対応策を実施している

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

対応策を実施していない

非該当

非該当

不備の数

（
）

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？

（
）

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？

ー

利
用
者
ア
ン
ケ

ー

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ビ
ス
の
向
上

ト
等
の
実
施
・
対
応

レ 課題を抽出している

課題を抽出していない

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
レ 対応策を実施している

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

対応策を実施していない

非該当

非該当

レ 年１回以上実施している

レ 年１回以上実施している

実施していない

実施していない

レ 課題を抽出している

レ 課題を抽出している

課題を抽出していない

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

レ 対応策を実施している
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？

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？

レ 対応策を実施している

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

対応策を実施していない

非該当

非該当

レ 公表している

レ 公表している

公表していない

公表していない

非該当

非該当

レ 情報提供している

レ 情報提供している

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

情報提供していない

情報提供していない

（

レ 設置している

③苦情解決の仕組みがある
か？

レ 仕組みがある

レ 仕組みがある

仕組みがない

仕組みがない

④苦情解決の仕組みを利用
者等に周知しているか？

レ 周知している

）

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？

３
意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

開催していない

レ 対応策を実施している

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？

0
レ 開催している

レ 課題を抽出している

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？

２

0

①利用者の生の声を運営に
レ 開催している
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
開催していない
用者会議を開催しているか？

１
利
用
者
会
議

評価機関 チェック

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？

レ 設置している

設置していない

設置していない

レ 周知している

周知していない

周知していない

レ 記録している

レ 記録している

記録していない

記録していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない

レ 対応策を実施している
⑥苦情等の内容を検討し、そ
の対応策を講じているか？

レ 対応策を実施している

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

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

レ 公表している
⑦苦情等の内容及び対応策
を公表しているか？

レ 公表している

公表していない

公表していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
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レ

アンケート
その他

地区センター
大項目

評価シートチェック項目一覧
中項目

指定管理者 チェック

評価項目

（

②窓口に「利用案内」等を備え
ているか？

評価機関 チェック

レ 備えている

レ 備えている

備えていない

備えていない

）

４

ー

Ⅱ
．
利
用
者
サ

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）
（

事
業

閲覧できない

閲覧できない

レ 行っている

レ 行っている

行っていない

行っていない

レ 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

研修を実施していない

研修を実施していない

自
主

②事業計画書等のとおり、事
業を実施しているか？

レ 実施している

（

実施していない

実施していない

（
）

①協定書等のとおり建物・設
備を管理しているか？

レ

レ 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

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）

0

0

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

レ

協定書等のとおり管理していない
レ

（
）
（
）

理
施
業
設
務
衛
生
管

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？
①ゴミ処理等における衛生管
理を適切に行っているか？

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？
（

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

レ

協定書等のとおり実施していない

（
）

２
防
犯
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
協定書等のとおり実施していない

レ ある

レ ある

ない

ない
レ 揃っている
揃っていない

レ 安全性に関わる損傷等がない

レ 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

レ 適切に管理している

レ 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

レ 適切に分別している

レ 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

不備の数

0
レ 作成している

）

対
応１
整の
備仕緊
組急
み時

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

②地区センター（市所有）の備 レ 揃っている
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

３

（
）

事
故
防
止
業
務

年齢や性別が網羅できていない
レ 実施している

不備の数

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？

備
品
管
理
業
務

３

年齢や性別が網羅できていない

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協定書等のとおり清掃業務
を実施しているか？

２

レ 年齢や性別が網羅できている

レ 利用者から希望をとっている

）
、

づ１
く
業協
務定
の書
遂等
行に
基

レ 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

５

管
購図
理
入書
及の
び貸

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

レ 閲覧できる

レ 年齢や性別が網羅できている

出
し６

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

レ 閲覧できる

①世代等を網羅した自主事業
を提供しているか？

）

ビ
ス
の
向
上

③窓口では利用者が「利用要
綱」を閲覧できるか？

公
正
か
つ
公
平
な
施
設
利
用

0
レ 作成している

①緊急時マニュアルを作成し
ているか？
作成していない
レ
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？

作成していない

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

レ

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

評価対象外施設

評価対象外施設

レ 適切に管理している

レ 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

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

レ 定期的に行っている

①事故防止のチェックリストや レ チェックしている
マニュアル類を用い、施設・設
一部チェックに不備がある
備等の安全性やサービス内容
等をチェックしているか？
チェックしていない

レ チェックしている

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）

定期的に行っていない

レ 全ての職員に実施している

一部チェックに不備がある
チェックしていない
レ 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
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地区センター
中項目

（

大項目

評価シートチェック項目一覧

）

４

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）
②事故発生時の連絡体制を
確保しているか？

（
）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

業
事
務
故
対
応

指定管理者 チェック

評価項目

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？
②消防計画に基づき、避難訓
練を実施しているか？

レ 全ての職員に実施している

（
）

１
業
務
の
体
制

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

レ 体制を確保している

レ 体制を確保している

体制を確保していない

体制を確保していない

評価対象施設であり、作成している

評価対象施設であり、作成している

評価対象施設だが、作成していない

評価対象施設だが、作成していない

レ 評価対象外施設である

レ 評価対象外施設である

レ 実施している

レ 実施している

実施していない

実施していない

）

職
員
の
る
資
た
質
め
向
の
上
取
・
組
情
報
共
有
を
図

0
レ 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

②協定書等のとおりに開館し
ているか？

レ 協定書等のとおり開館している

③事業計画書・事業報告書を
公表しているか？

レ 公表している

（
２

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）

協定書等のとおり開館していない
公表していない

（
）

３

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

レ 作成しており不備がない

（
）

経
理
業
務

作成していない

作成していない

レ 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

研修を実施していない

研修を実施していない
レ 情報共有している
情報共有していない

レ 作成し、活用している

レ 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
レ 整備している
整備していない

レ 明確化し、周知している

レ 明確化し、周知している

明確化しているが周知していない

明確化しているが周知していない

明確化していない

明確化していない
レ 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

レ 全ての職員から取っている

レ 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

取っていない

取っていない

⑤個人情報を収集する際は必 レ 適切に収集している
要な範囲内で適切な手段で収
適切に収集していない
集しているか？
⑥個人情報を収集した際に
は、適切に使用しているか？

レ 適切に使用している

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？

レ 適切な措置を講じている

レ 適切に収集している
適切に収集していない
レ 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
レ 適切な措置を講じている

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

適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない
レ 適切に作成している

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

レ 役割分担を明確にしている

レ 役割分担を明確にしている

その他けん制機能を設けている

仕組みを設けていない
③当該施設に係る経理と団体 レ 明確に区分している
のその他の経理を明確に区分
明確に区分していない
しているか？
④収支決算書に記載されてい レ 存在する
る費目に関し、伝票が存在す
存在しない
るか？
レ 適切に管理している
⑤通帳や印鑑等を適切に管
理しているか？
適切に管理していない

①前年度の自己評価結果（改

レ 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

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）

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？

協定書等のとおり開館していない

作成しているが不備がある

レ 適切に作成している

４

レ 協定書等のとおり開館している

作成しているが不備がある

レ 全ての職員に実施している

②経理と出納の相互けん制の
仕組みを設けているか？

協定書等の職員体制をとっていない

レ 作成しており不備がない

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）

①適切な経理書類を作成して
いるか？

レ 協定書等の職員体制をとっている

公表していない

①個人情報の取扱いに関する レ 整備している
ルールやマニュアル等を整備
整備していない
しているか？
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？

0

レ 公表している

④各職員が研修計画に沿って レ 情報共有している
受講した研修の後、研修内容
情報共有していない
を共有しているか？
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？

レ 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

不備の数
①協定書等で定めた職員体
制を実際にとっているか？

評価機関 チェック

その他けん制機能を設けている
仕組みを設けていない
レ 明確に区分している
明確に区分していない
レ 存在する
存在しない
レ 適切に管理している
適切に管理していない

レ 目的に沿って支出している

レ 目的に沿って支出している

目的に沿わない支出がある

目的に沿わない支出がある

評価対象外施設

評価対象外施設

レ 全て反映されている

レ 全て反映されている
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地区センター
大項目

評価シートチェック項目一覧
中項目
（

評価項目
①前年度の自己評価結果（改
善計画）が今年度の計画・目
標に反映されているか？

）

５
運
営
目
標

②前年度の市（区）からの指
摘・改善指導事項に対応して
いるか？
③施設の課題、目標、進捗に
ついて区と協議されている
か？

指定管理者 チェック

評価機関 チェック

一部反映されていない項目がある

一部反映されていない項目がある

全て反映されていない

全て反映されていない

前年度評価で改善する項目が無い

前年度評価で改善する項目が無い

全て対応している

全て対応している

一部未対応の項目がある

一部未対応の項目がある

全て対応していない

全て対応していない

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

レ 年に１回以上は協議している

レ 年に１回以上は協議している

協議されていない

協議されていない

不備の数

0

0

不備の合計

0

0
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