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　（６）緊急時対応全般（その他）
Ⅴ．組織運営及び体制
　（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

Ⅵ．その他

　（４）経理業務
　（５）組織運営及び体制全般（その他）

　（４）事故対応業務
　（５）防災業務

　（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

Ⅳ．緊急時対応
　（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

　（３）事故防止業務
　（２）防犯業務

　（２）地区センター委員会等

評価結果の総括
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

Ⅱ．利用者サービスの向上

　（１０）利用者サービスの向上全般（その他）

　（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）

　（１）緊急時対応の仕組み整備

　（３）意見・苦情の受付・対応

　（８）職員の接遇

　（５）自主事業

Ⅲ．施設・設備の維持管理

　（９）利用者サービスに関する分析・対応

　（４）公正かつ公平な施設利用

　（６）図書の貸出し、購入及び管理
　（７）広報・PR活動

　（１）利用者会議
　（２）利用者アンケート等の実施・対応
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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

・近隣の常盤台連合町内会とは常時連携をとり、連
合町内会長、地区社協会長への連絡・相談、事業
への協力を依頼。
・連合町内会主催で毎年11月に開催される「ワイワ
イウォーク」を共催し、企画・準備から当日まで全職
員で参加。
・横浜国大学祭への連合町内会出店の参加協力。
・連合町内会・各自治会開催の地域行事（盆踊り・餅
つき・イベント等）への参加。
・自主事業として開催するイベント（秋祭り、桜まつ
り、子ども向けイベント等）へ連合町内会役員、青少
年指導委員、体育指導員、民生委員、子ども会役
員、地域住民がボランティアとして多数参加。各自
主事業の講師として地域役員他地域住民が協力。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

・利用者との日常的なコミュニケーションを大切に
し、会話の中から、利用者のニーズ・要望を把握す
るよう努めている。
・利用者会議を年1回開催。
・登録サークルによる作品展・コンサートを年1回開
催。　・利用者・登録サークルへのアンケートを年1回
実施。　・定期的に自主事業アンケートを実施。
・「みんなのひとこと」用紙を設置。定期的に回答を
館内に掲示。
・回収したアンケートや意見・要望は職員全員で共
有し即座に対応。
・利用方法の意見・要望等は職員で検討後、コミュ
ニティハウス委員会でも協議し、より利用しやすい施
設への改善を図る。

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・協定書・仕様書に則った日常保守管理・および定
期点検を実施。（23年9月の保土ケ谷区の業務点
検・ヒアリングで年度毎の事業報告書の点検項目が
仕様書と異なっているとの指摘を受け、10月の業務
点検書から仕様書に沿って項目を変更。実際には
すべての項目を実施）
・チェックリストを作成し、日常的に施設・設備を点
検、安全性の確認。

評価結果の総括

評価機関　記述（400字以内）

コミュニティハウスの職員が、町内会、小・中学校、横浜国
大、保土ケ谷区、他の指定管理者等と密に情報を交換す
ることにより、多くの連携が生まれ地域活動の拠点となって
いる。また、他施設を見学し、館内掲示方法やアンケート項
目の改善につなげている。常盤台コミュニティハウス運営委
員と常盤台地域ケアプラザ運営協議会委員を兼務してい
る方が多いことから、現在はコミュニティハウス運営会議を
地域ケアプラザと合同で開催し、活発な意見交換が行わ
れ、多くの課題を抽出している。子供のマナーの課題で
は、小・中学校校長のアドバイスにより、スタッフは子供に
対する接し方や意識を全員で統一できるように心がけてい
る。また、抽出された課題は迅速に関係機関と話し合いを
している。各会の議事録は確認できたが、いつどのようなこ
とが話し合われたかすぐに見つけられるよう、記録する方法
や書式を統一する等、記録を整備するとなおよい。

利用者会議、利用者アンケートの他に「みんなの意見」用
紙を館内に設置し、施設全体のニーズを幅広く把握する姿
勢が見られる。把握課題はスタッフ会議で検討後、早い段
階で各関係機関と連携を取り対応策を見出している。自主
事業は、利用実績を参考にいろいろな世代が興味を持て
るものを企画している。また、講師も横浜国立大学教授、学
生、カフェのシェフ等、多方面に依頼し利用者から好評を
得ている。館長をはじめスタッフが、常に利用者の目線で
行動している様子がうかがえる。その姿勢は利用者からの
意見や抽出課題への対応にも生かされている。利用者ア
ンケート、「みんなの意見」等の結果や対応策等について
は館内掲示を行っているが、公表媒体を増やした方がよ
い。ホームページが作成されているが、さらなる内容の充
実が望まれる。小学生の利用が多いが、窓口で配布されて
いる利用案内は大人向けのみなので、子ども向けのものを
作成するとなおよい。

※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。

維持管理委託会社との契約は、合築施設である常盤台地
域ケアプラザが結んでいる。委託業者が行なう定期清掃時
には館長が見守りチェックし、定期清掃の報告書（複写）も
保管している。館内にはゴミ箱を設置せずゴミの持ち帰りを
周知徹底している。３Ｒ（リデュース・リュース・リサイクル）も
職員間で徹底している。日常清掃は、チェックリストを活用
し少ない人数で効率的に館内の清掃を保つ工夫がなされ
ている。施設・設備の維持管理は常盤台地域ケアプラザが
行なっているが、建物側面の植栽の中にポイ捨てされたゴ
ミが見られ枯草も目立つ。お互いに連携する事で美観を損
ねないように配慮する事が望まれる。
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

・緊急時対応マニュアル・緊急連絡網を作成、事務
所内に掲示　。
・職員全員が迅速に連絡できるよう、119番通報のマ
ニュアルを事務所内に掲示。定期的に読み上げ練
習　　.・ケアプラザとの定期的な共同防災会議を開
催。年2回、共同消防訓練を実施し、利用者にも協
力を求め避難訓練を実施。
・定期的にAED研修を実施。

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

・職員は開所当時から現在まで変更がなく、同じメン
バーが就労を継続している。事業計画書に則り、館
長を含む常勤2名、非常勤3名を配置。必要 少限
の人員体制ではあるが、各職員の役割分担を明確
にし、円滑な運営に努めている。
・保土ケ谷区地域協働課とは、業務点検以外でも、
随時連絡をとり、業務や運営に関する報告・協議等
をし、連携をとっている。
・指定管理者であるワーカーズコープとは、神奈川
県事業本部長、事務局長、エリアマネージャーと常
時連絡をとり、業務・運営に関する報告をし、指導を
受けている。

Ⅵ
．
そ
の
他

開所以来、利用者・地域の声を大切にし、利用者が
「自分たちの意見が反映される場所」「意見を聞いて
くれる雰囲気がある」と感じるような運営を心がけてき
た。利用者の要望やニーズによって、プレイルーム
の午後3時以降の小学生利用可能やロビーでの飲
食可能など、利用方法の改善が行われた。また、
「みんなのひとこと」に書かれた小学生の意見から自
主事業「コミハオリンピック」の開催され、コミュニティ
ハウス委員会での中学校長の意見から自主事業
「常盤寺子屋塾」が始まった。職員だけがコミュニ
ティハウスの運営に関わるのでなく、利用者や地域
住民が主体的にコミュニティハウスの運営や事業に
参加し、そこから地域のネットワーク作りに繋がって
いくことを目指している。

緊急時対応マニュアルは整備され、ＡＥＤ講習会は避難訓
練時に、コミニティ職員全員と常盤台地域ケアプラザ職員、
地域の方も対象に操作研修を実施している。館内警備業
務は常盤台地域ケアプラザが行い、日常、定期的にお互
いが見回りを行っているため、二重のチェックができてい
る。また、災害対策マニュアルも整備され消防機関への直
通電話も設置されている。「避難経路」の矢印は利用者に
もわかりやすく表示されている。日中の消防避難訓練だけ
でなく、夜間や一人体制時の避難訓練また、不審者侵入
に対応した防犯訓練等の実施も期待する。

保土ケ谷ほっとなまちづくりの共通課題「見守り、支えあい」
の一環として、コミュニティカフェをつくろうと取り組んでい
る。また、共通課題「担い手づくり」の一環として地域子育て
ボランティア講座、まちづくり暮らしのサポーター講座を自
主事業として行い、受講終了者がボランティアとして登録し
ている。
横浜国立大学との連携が取れており、子育て支援に関す
るシンポジウムに参加する、コミュニティハウスが自主事業
の企画段階で相談をすると、自主事業に関するアイデアや
講師等の紹介をしてくれるという関係を築き上げている。現
在連携の取れている横浜国立大学の学部等を足がかりに
さらに多くの学部や学生と情報交換や連携を取るようにな
ればさらに良い。
開館以来2年半がたち、利用実績、自主事業、苦情・意見
等いろいろな事項のデーターが蓄積されつつある。これら
のデーターを分析する手法を取り入れ、さらなるよい運営を
していくことを期待する。

評価機関　記述（400字以内）

スタッフは研修に意欲的で、各職員が希望の研修を受講
できるように勤務日程の調整をし、研修後は資料を回覧し
たりスタッフ会議で伝達研修をしたりして情報の共有に努め
ている。個人情報保護に関する研修はスタッフ全員必須と
なっており、個人情報の取り扱いについては、申請書毎に
その使用目的・用途が明記され、目的外に使用されないこ
とも明記されている。また、毎年スタッフ全員の誓約書も取
り、個人情報を適正に管理している。通帳・印鑑の管理は
常勤者２名が分担しており、経理は経理担当・館長・法人
の経理担当の三重に確認する仕組みが作られている。経
費削減に向けては、印刷物・照明・空調など多方面を対象
として取り組んでいる。ワーカーズコープは、市内４箇所の
コミニティハウスを管理しており各館における課題や情報を
共有し組織運営の改善に役立てている。スタッフ会議で
は、情報をより良い組織運営につなげていく為にも記録の
整備が望まれる。

3



※議事録により確認する。

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）＞

※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。

＜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

＜開催していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

（１）地域及び地域住民との情報交換

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？

館ができる以前から地域活動が盛んな地区であったが、コ
ミュニティハウスの職員が、町内会、小学校、中学校、横浜
国大、保土ケ谷区、他の指定管理者等と密に情報を交換
することにより、さらに多くの連携が生まれ、地域活動の拠
点となっている。また、他施設を見学し、館内掲示方法やア
ンケート項目の改善につなげている。

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？

＜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）＞

常盤台コミュニティハウス運営委員と合築施設である常盤台地域ケアプラザ運営協議会委員を兼務している方が多いこ
とから、各委員の利便性に配慮し、また委員の希望もあり、現在は常盤台コミュニティハウス運営会議を常盤台地域ケア
プラザ運営協議会と合同で年２回開催している。

　　　開催している

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）＞

（２）地区センター委員会等

Ⅰ．地域及び地域住民との連携

・常盤台連合町内会定例会へ毎月参加。　・各自治会、老
人会、子ども会等の情報や広報誌の館内掲示。　・合築施
設の常盤台地域ケアプラザとは月1回の定例協議会で情
報を共有。自主事業の共催や施設管理・運営の日常的な
連携を行っている　・月1回開催の保土ケ谷区指定管理者
調整会へ参加。地域協働課や各施設との情報交換を行っ
ている。各地区センターには随時訪問・見学し、自主事業
や館内掲示、アンケート等具体的な運営方法の情報を交
換している。　・保土ケ谷区子ども家庭支援課と連携。自主
事業の相談や協力。講師の紹介を依頼。　・区内子育て拠
点や子育てボランティア団体とも連携。自主事業の共催や
講師として協力を依頼。

指定管理者　チェック

　　　開催していない

評価機関　記述

評価機関　チェック

資料（常盤台地区連合町内会会議録、指定管理者連絡調
整会議会議録等）　ヒヤリング

＜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）＞

　　　開催していない
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（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）

＜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（スタッフ会議議事録、常盤台コミュニティハウス運営委員会議事録）　ヒヤリング

＜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

＜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

　　　非該当

＜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）＞

※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。

＜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）＞

各会の議事録は確認できたが、題目のみで内容の記載がない部分や、記録用紙がまちまちであること等が見受けられ
た。いつどのようなことが話し合われたかすぐに見つけられるよう、記録する方法や書式を統一する等、記録を整備する
となおよい。

コミュニティハウスでの課題を施設内だけのこととするのではなく、地域の課題としてとらえている。運営委員会からの課
題を各関係機関につなぐ、日常の利用者の声から得た課題を運営委員会で話し合う等、職員が積極的に橋渡しを担う
ことにより、市民が主体となって問題解決に取り組めるように努めている。

　　　非該当 　　　非該当

評価機関　チェック

　　　対応策を実施している

＜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）＞

　　　対応策を実施していない

　　　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。

　　　課題を抽出している

　　　課題を抽出していない

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）＞

　　　一部対応策を実施していない

指定管理者　チェック

　　　一部対応策を実施していない

　　　対応策を実施していない

子どものマナーに関しては、小・中学校の校長先生等と相談し、アドバイスを得ている。いけないことは厳しく注意する
等、子どもに対する接し方や意識を職員全員で統一できるように心掛けている。また、学校側もマナーについて注意を
したり、教師が見回りに来たり等、協力的である。 館内の飲食については常盤台地域ケアプラザ、自主事業に関して
は区や横浜国大というように、それぞれの課題ごとに関係機関と話し合いをしている。

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？

運営委員とコミュニティハウスの職員とが通常から情報交換等を行っていることから、委員会でも活発な意見交換が行わ
れている。それにより、子どものマナー、館内での飲食、自主事業の運営方法等多くの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　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（常盤台コミュニティハウス運営委員会議事録）　ヒヤリング

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？
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　　　特に課題がない

　　　非該当

評価機関　チェック

　　　課題を抽出している

団体登録代表者向けである横浜市常盤台コミュニティハウス利用者アンケートに、利用者会議の日時等を掲載し、利用
者会議への利用者の出席を促している。

　　　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）＞

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？

資料（利用者会議議事録）　ヒヤリング

※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

　　　非該当

＜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

　　　開催していない

　　　開催している　　　開催している

評価機関　チェック

Ⅱ．利用者サービスの向上

（１）利用者会議

指定管理者　チェック

　　　課題を抽出している

　　　課題を抽出していない

＜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）＞
評価機関　記述

＜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）＞

　　　特に課題がない

初めての開催ということもあり、利用者からの意見はなかったが、共用のロビーにあるテーブルやいすを子どもが占有
し、ゲームをしているという高齢者の話から、子どものマナー、子どものコミュニティハウスの利用方法についての課題を
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？

※議事録により確認する。
指定管理者　チェック
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※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。

資料（スタッフ会議録、利用者会議議事録）　ヒヤリング　現場確認

　　　一部対応策を実施していない

　　　非該当

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実施・対応

　　　対応策を実施している

＜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）＞

評価機関　記述

　　　非該当

　　　対応策を実施していない

＜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）＞

　　　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？

指定管理者　チェック

　　　一部対応策を実施していない

　　　対応策を実施している

　　　年１回以上実施している

横浜市常盤台コミュニティハウス利用者アンケート（団体登録代表者向け、年１回、利用者会議前）　常盤台コミュニティ
ハウス利用に関するアンケート（全利用者向け、随時）

＜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）＞

＜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　　　実施していない

評価機関　記述

指定管理者　チェック

評価機関　チェック

＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞

※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。

　　　年１回以上実施している

団体代表者向け、全利用者向けの利用者アンケートのほかに、コミュニティハウスのことならどんなことでも記入できる
「みんなの意見」という用紙を館内に設置し、施設全体についてのニーズを幅広く把握する姿勢が見られる。

評価機関　チェック

工作や、季節イベント等を行う常盤キッズクラブという自主事業をスタッフが考えて立ち上げた。常盤キッズクラブを行うと
きはロビーでゲームをしている子どもたちにも参加を呼びかけるようにしたところ、常盤キッズを楽しみに来る小学生が増
加した。　ロビーにある椅子の一部は大人が誰もいないとき以外は使わないように指導し、現在でも守られている。

＜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）＞

アンケート

その他
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団体利用代表者向けのアンケートから抽出した給湯室の収納については、給湯室外ではあるが茶箪笥を置き、その中
に寄付で賄われた急須、湯呑み、カップを置くことで解消している。また全利用者向けのアンケートからの課題である自
主事業の「常盤寺子屋塾」開催日等については、横浜国大の学生サークル「WISE」と相談し、春休み、夏休みに開催し
ている。このように課題については迅速に対応し、早期改善を図っている。

評価機関　記述

指定管理者　チェック

　　　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？

評価機関　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）＞
資料(スタッフ会議、利用者会議。常盤台コミュニティハウス運営委員会等議事録）　ヒヤリング　現場確認
＜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）＞

資料（利用者アンケート結果、利用に関するアンケートの結果集計）　ヒヤリング

＜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

＜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）＞

　　　課題を抽出している

　　　対応策を実施している

　　　課題を抽出している

評価機関　記述

＜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）＞

　　　特に課題がない

※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。

　　　特に課題がない

各アンケートや「みんなの意見」、利用者会議等からだけでなく、日常の何気ない利用者との会話からも課題を抽出して
いる。また、合築施設の常盤台地域ケアプラザの利用者との会話からも課題を抽出している。

評価機関　チェック

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

　　　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

　　　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

　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当
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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）＞

｢ご意見ダイヤル」は館内２ヶ所の目にとまりやすい場所に掲示されており、電話番号は見やすいように大きく表示されて
いる。

　　　情報提供している 　　　情報提供している

（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

＜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）＞

　　　情報提供していない 　　　情報提供していない

　　　情報提供しているが、一部不備がある

指定管理者　チェック 評価機関　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

ヒヤリング
＜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）＞

＜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）＞

※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

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。

＜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）＞

今までは館内掲示と利用者会議での報告、運営委員会での報告という形をとっていたが、これからはより多くの人の目
に触れるようホームページにも掲載する予定にしている。

　　　公表していない

評価機関　記述

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？

　　　非該当 　　　非該当
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指定管理者　チェック

※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

意見・苦情等はサービスの改善や向上にあたっての「有効な情報提供」と位置づけ、管理運営のサービス改善に役立
てていく事、苦情の再発防止に向けて取り組んでいく事も明記されている。また、苦情受付担当者が記入する「苦情受
付・経過記録書」、苦情対応責任者が解決できない時に法人本部へ申し出る「苦情申出書」、解決の為の話し合いが必
要になった場合の「苦情解決話し合い結果記録書」が整っている。

④苦情解決の仕組みを利用者等に周知しているか？

※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。

＜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（意見・要望・苦情の受付について）　ヒアリング

　　　設置している

評価機関　記述

③苦情解決の仕組みがあるか？

「みんなの意見」というご意見箱用の記入用紙があり、上段には苦情・意見等を記入、下段には「コミハからのお返事」を
記入できるようになっている。また、黒板もあり、子どもたちからの意見をすいあげやすい工夫がされている。また、ホー
ムページやコミュニティハウス便りには、電話・ｆａｘ・ｅ－ｍａｉｌ番号が明記されていて、苦情や意見を述べやすいように
なっている。

＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞

　　　設置している

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？

※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

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）＞

＜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）＞

　　　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）＞

事務室受付窓口に、ご意見箱・記入用紙・小さな黒板を設置。また、ホームページやコミハ便りにも「ご意見ご要望を」の
明記。

＜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

｢意見・要望・苦情の受付について」を館内２ヶ所に掲示

＜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）＞

＜周知方法を記述して下さい。（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）＞

「ご意見ダイヤル」とともに、利用者にわかりやすく見やすい場所に掲示している。

　　　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
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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）＞

※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。

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？

　　　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

　　　公表していない

資料（意見・要望・苦情の受付について、苦情受付・経過記録書、苦情対応状況報告）　ヒアリング
＜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）＞

苦情の内容についてはスタッフ会議で原因・背景・改善について話し合い、問題解決に取り組んでいる。また内容に応
じて保土ケ谷区地域協働課に報告している。仕事やサービスの質を高め改善していく為に、スタッフ全員で共有し、同
じ問題を繰り返さないように努めている。

　　　対応策を実施している 　　　対応策を実施している

　　　公表している 　　　公表している

＜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）＞

　　　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

　　　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

※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

⑦苦情等の内容及び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）＞
利用者の意見が書かれた「みんなの意見」の「コミハからのお返事」欄に館としての対応策や回答を記入し、目にとまり
やすい工夫がされた掲示板に全て掲示されている。コミュニティハウス便りには子どもたちのマナーについての苦情の
対応策の一つとして「守っていますか？みんなのマナー」「コミュニティハウスから小学生へお願い」を掲載している。ま
た、苦情マニュアルを用い、プライバシーを侵害しないよう学習会を行っている。

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）＞
現場確認　資料（事業報告書、広報誌ハッピーマーケット）　ヒアリング

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　チェック

　　　記録している

※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

　　　記録している

＜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）＞

口頭での苦情は「苦情受付・経過記録」に内容を記録し、本人に確認している。また、苦情・意見を記録した内容は「苦
情対応状況報告」や「利用者からの意見聴取集計結果（「みんなの意見」とその回答）」として事業報告書にも掲載して
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？
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※目視により確認する。

＜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　記述

　　　備えている

＜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）＞
ピンク色の利用案内は、受付窓口で目にとまりやすく、自由に取り出しやすい。全スタッフが対応できるようになってい
て、見学などの希望にも対応している。空情報に関する情報を利用者に随時提供できるように、毎月の「予約状況一覧
表」が常備されている。また、利用案内のパンフレットやホームページには、館内の見取り図や各部屋の写真を活用し、
誰にでもわかるような工夫を行なっている。

＜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）＞

資料（利用案内、広報誌ハッピーマーケット）　ホームペー
ジ　ヒアリング

　　　備えていない 　　　備えていない

＜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）＞

＜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）＞

コミハ便り「ハッピーマーケット」は、各町内会にも毎月配布
され、回覧や町内会掲示板に掲示している。また、ホーム
ページも活用し、情報を幅広く地域に発信している。

　　　備えている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

利用案内パンフレットは来館者が自由に手に取れるよう窓
口に常備。利用要項は館内掲示および希望者・サークル
登録者に職員が詳細を説明し配布。
ホームページでも施設案内を実施。
毎月発行している広報誌にも施設内容・利用方法等を掲
載。利用方法に変更があった場合は即時、館内表示およ
び広報誌に掲載し周知している。

指定管理者　記述 評価機関　記述

（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？

②窓口に「利用案内」等を備えているか？

12



　　　一部の職員に実施していない

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

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）＞

利用要綱は受付窓口にあり、自由に手に取れるようになっていて、館内掲示もある。また、掲示されていた「常盤台コミ
ニティハウスの運営基本方針」の中に「利用要綱がありますのでそちらをご覧ください。」との明記もあった。

＜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（受付マニュアル、利用者会議議事録）　ヒアリング

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

　　　閲覧できる 　　　閲覧できる

　　　閲覧できない 　　　閲覧できない

　　　行っていない

　　　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、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)＞

　　　行っている

＜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）＞

※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

＜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、館長が研修に行き、常勤・非常勤ともにスタッフ会議で伝達研修により、共有している。また、集会室横に、「人権
尊重　大切にしよう　人を思う心」という大きなポスターが掲げられている。

　　　行っていない

＜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）＞
幅広い層から利用していただきたい為、希望日が重なる場合も優先枠をくつらず、長期的に利用しているサークルでも
公平を保つ為に予約申し込みとなっている。受付が重複する場合は、月の初めに抽選会を実施し使用を決定するが、
今のところは調整が出来ている。また、１団体月２回までの利用となっているが、部屋が空いている場合に限り１回の追
加利用ができる。

＜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）＞
資料（横浜市指定管理者研修、横浜の人権問題への取り組みについて）　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）＞

　　　研修を実施していない

指定管理者　チェック

評価機関　記述

③窓口では利用者が「利用要綱」を閲覧できるか？

評価機関　記述

評価機関　記述

　　　研修を実施していない
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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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

①世代等を網羅した自主事業を提供しているか？

＜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（事業計画書、事業報告書）　ヒヤリング
＜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）＞

　　　実施していない 　　　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）＞

実施している自主事業の内容を検討し、参加の少ない年齢、性別向けの自主事業の企画を立てるために情報収集を
行っている。

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。

＜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）＞

スタッフが常に新しいアイデアを出し、いろいろな世代が興味を持てる事業を企画している。また、講師も横浜国立大学
教育人間学部教授、横浜国立大学の学生をはじめ、カフェのシェフ、地域の消費活動推進委員等いろいろな方面の方
に依頼し、利用者から好評を得ている。

※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。

　　　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

子育てボランティア養成講座が、22年度事業計画では6,７月に6回行われる予定になっていた。しかし同時期に同様の
講座を保土ケ谷区地域協働課主催で常盤台コミュニティハウスにて行うことになったため、22年度についてはコミュニ
ティハウスの自主事業としては行わなかった。23年度については、保土ケ谷区地域協働課主催の講座が星川地域ケア
プラザで行われることになったため保土ケ谷区地域協働課とも相談の上開催した。

（５）自主事業
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開所当時から毎月、広報誌「ハッピーマーケット」を発行。
周辺の連合町内会（常盤台地区・和田地区・中央東部地
区・上星川地区・羽沢南自治会）へ回覧・掲示を依頼して
いる。　　　　　・常盤台小学校・上星川小学校には、イベン
トや子ども対象自主事業のお知らせチラシを毎月配布。
・保土ケ谷区広報誌へは自主事業の開催予定を毎月掲
載。　　　・タウンニュース保土ケ谷区版やケーブルテレビ
TVKに、随時取材を依頼し、自主事業の告知や実施内容
を掲載・放送してもらっている。
・横浜国大生の協力によりホームページを作成。随時更
新。　　・合築施設の常盤台ケアプラザにパンフレット・ちら
し・広報誌の設置。ケアプラザ利用者にも手渡し配布。
・区内各公共施設へ広報誌の設置を依頼。

＜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場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　利用者から希望をとっている

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

＜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）＞

（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

評価機関　チェック

資料（広報誌ハッピーマーケット）　ホームページ　ヒヤリン
グ

＜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）＞

保土ケ谷区地域子育て支援拠点こっころが配信している
子育て情報メルマガに、24年4月より常盤台コミュニティハ
ウスの子育て支援自主事業情報等を掲載する予定であ
る。また、施設のホームページの充実を考えている。さらに
情報が届きにくい高齢者に向けて、どのような形で情報提
供したらよいか検討中である。

＜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）＞

＜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）＞

　　　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

評価機関　記述

（６）図書の貸出し、購入及び管理

　　　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）
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評価機関　記述

ユニフォームとして紺がベースカラーのベストタイプのエプ
ロンを採用し、優しい印象を与えている。利用者に対しては
姿が見えるとすぐに挨拶をし、コミュニケーションをとってい
る。高齢の利用者が明るい笑顔でスタッフと会話している、
戸惑っている乳幼児連れの利用者に対して、すぐに声をか
け案内をしているという様子が見られた。小学生が多く来館
していたが、ゴミの持ち帰りや、帰宅時間に関してルールを
守るよう指導していた。

※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。

・受付業務についてはマニュアルを作成し、手順等に間違
いがないよう努めている。また、日常業務の中や毎月の会
議等で確認をし、必要に応じて見直しを行っている。
・来館者への対応については、「いつ誰が来ても入りやすく
利用しやすい」施設を目指し、来館者への職員からの挨拶
や声かけ、明るい対応を心がけている。特に、高齢者・乳
幼児を連れた保護者が多く来館するので、来館者の目線
に合わせたより丁寧な対応をし、コミュニケーションを大切
にしている。　　　　・小学生の来館も多いので、子ども達の
主体性を損なわず、かつ目に余る行為がある場合は厳しく
対処するよう、近隣小学校の校長や教諭とも連携をとりなが
ら対応している。　　　　　　　　　・、職員は必ずネームプ
レートを着用、統一のエプロンをユニフォームにしている。

＜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）＞

※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。

＜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）＞

（８）職員の接遇

指定管理者　記述

（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

＜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）＞

利用実績については、地区センター利用状況（様式2）と予
約状況一覧表で利用の少ない性別・年齢層や、集会室の
利用が少ない曜日等を把握し自主事業の企画の参考にし
ている。アンケートや意見・苦情に関しては、スタッフ会議
で検討した後、早い段階で各関係機関と課題を共有し、連
携を取って対応策を見つけ出している。

＜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）＞

・利用実績等については、隔月で保土ケ谷区地域協働課
に報告。年度毎の事業報告で年間のまとめを報告。毎月
の会議で職員へ報告しを利用促進を策を検討。コミュニ
ティハウス委員会でも報告をし、意見を求めている。
・アンケート・意見・苦情等については、職員全員で共有し
即座に対応。コミュニティハウス委員会でも報告し、対応策
について意見を求めている。また保土ケ谷区協働課とも連
携をし、隔月の報告だけでなく、随時、連絡し対応策等を
相談している。

＜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）＞
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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）＞
利用者アンケート等の結果および改善方法、意見の内容及び対応策等については館内掲示を行っているが、多くの利
用者に伝わるよう公表媒体を増やした方がよい。ホームページが作成されているが、若い世代の利用が多いことからも
さらなる内容の充実が望まれる。小学生の利用が多いが、窓口で配布されている利用案内は大人向けのみとなってい
るので、子ども向けのものを作成するとなおよい。

（１０）利用者サービスの向上全般（その他）

館長をはじめスタッフが、常に利用者の目線で行動している様子がうかがえる。小学生の意見からコミハオリンピックとい
う行事を企画する、隣り合う集会室に音の出るサークルが重ならないよう調整する等、その姿勢は利用者から寄せられ
た意見や抽出した課題への対応にも生かされている。
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　　　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）＞

指定管理者　チェック 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）＞
日常清掃については、ロビー・プレイルーム・学習室・廊下・トイレ毎に細かい項目の清掃チェックリストがあり、前日夜
間・午前・午後の３回、出勤者が引き継いで、チェックの無い箇所を確認しながら清掃している。ゴミを発見した際は、直
ちにスタッフが適切に処理をしている。委託業者が行う定期清掃時には館長が見守りチェックし、定期清掃の報告書
（複写）を保管している。

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）＞

施設・設備の維持管理は合築施設である常盤台地域ケアプラザが行うことになっており、維持管理委託会社と契約も常
盤台地域ケアプラザが結んでいる。常盤台コミュニティハウスとしては、点検報告書の複写を用い施設の維持管理がな
されているかを確認している。

　　　協定書等のとおり実施していない

①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？

Ⅲ．施設・設備の維持管理

（１）協定書等に基づく業務の遂行

※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 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

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）。

　　　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
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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）＞

＜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）＞

指定管理者所有の備品は無く、コミニティハウスの備品台帳には、整理番号・品名・形状その他・単価・購入数・購入年
月日があり、廃棄数年月日も記入できるようになっている。

　　　揃っていない 　　　揃っていない

＜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）＞

　　　ない 　　　ない

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

評価機関　記述

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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）＞

指定管理者　チェック

（２）備品管理業務

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。

　　　揃っている 　　　揃っている

　　　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？

評価機関　チェック

　　　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

備品が損傷した時には、すぐにスタッフが対応する。危険なものは「使用禁止」の表示をし利用者に触れないようにし
て、できるだけ修理する。修理のできないものは、関係機関と相談の上廃棄している。

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）＞
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　　　適切に分別している

①ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？

指定管理者　チェック

　　　適切に管理している 　　　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）＞

　　　適切に分別している

　　　適切に管理していない

＜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）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　チェック

　　　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

※ゴミ容器等により確認する。

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）＞

事務所内のごみは適切に分別されており、ゴミ袋に施設ＩＤと数量（ｋｇ）を記入したのち、施設入り口横の施錠できるご
みストッカーに保管されている。また、「Ｇ３０ヨコハマ３Ｒ夢」の一環として、インクカートリッジ回収箱が印刷機横に置か
れている。環境に配慮する為に３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を職員間で徹底している。

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？

館内にゴミ箱を設置せず、飲食可能な場所を限定するなどしてゴミの持ち帰りを周知徹底している。トイレには「汚物入
れにオムツは入れないでください。」の表示もあり、給湯室で出たゴミも各自持ち帰りとなっている。自動販売機が階下に
ある為に、共用ロビー近くにペットボトルや空き缶の回収ボックスがあるが、、汚臭・汚液等が無いように毎日５時頃には
スタッフが清掃している。

（３）施設衛生管理業務

　　　適切に管理していない

※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。
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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。

＜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）＞

（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

・協定書および事業計画書に則った日常保守管理・定期
点検を実施。
・備品・消耗品についても常時点検し、故障や不足のない
よう努めている。
・ロビー・プレイルーム・学習室・廊下・トイレ等は職員が毎
日清掃、チェックリストを作成し徹底を心がけている。
・集会室は利用者の清掃後、職員が確認、随時清掃。
・コピー・リソグラフによる印刷サービスを実施。利用者が機
器を使用するのではなく、職員が対応。
・ケアプラザで設置されている自動販売機の飲料水用ゴミ
箱を設置。その他のゴミについては持ち帰るようお願いして
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）＞

コミュニティハウス内は清潔に保たれており、目立つ埃等は
すぐに拾う様子から、スタッフの意識は高いことがうかがえ
る。チェックリストを活用し少ない人数で効率的に館内の清
潔を保つ工夫がなされている。ベビーカー置き場が設計上
は作られていなかったため、保土ケ谷区や、常盤台ケアプ
ラザと検討し、現在は入口の自動ドア横に折りたたんで置く
ようにしている。

資料（管理日報、清掃チェックリスト）　現場確認　ヒヤリング

（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？

指定管理者　記述 評価機関　記述

評価機関　記述

建物側面の植栽の中にポイ捨てされたごみが見られた。また、枯草等も目立つ。施設の維持管理は合築施設の常盤台
地域ケアプラザの担当ではあるが、お互いに声を掛け合い美観を損ねないようにするとなおよい。

＜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）＞

＜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）＞

備品の取り扱い説明書は整理されて保管してあり、不具合が起きた時にすぐに対応できる。テーブルの脚が壊れたとき
にも取扱説明書を見ながらスタッフがすぐに修理している。
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　　　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞

＜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）＞

館内警備業務は常盤台地域ケアプラザが行っている。管理する警備業務に関する記録については常盤台地域ケアプ
ラザから複写をもらい保管し、把握するよう努めている。

　　　作成していない 　　　作成していない

Ⅳ．緊急時対応

　　　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

＜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）＞

※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　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

　　　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）防犯業務

①緊急時マニュアルを作成しているか？

　　　評価対象外施設

評価機関　記述

①協定書等のとおり防犯業務を実施しているか？

評価機関　記述

（１）緊急時対応の仕組み整備

※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

　　　作成している 　　　作成している

指定管理者が管理する横浜市内のコミュニティハウス共通のマニュアルが作成されており、随時見直しを行っている。
マニュアルも救急車を呼ぶマニュアル、誤嚥し喉を詰まらせた時のマニュアル等シーン別のものが作成されている。

　　　評価対象外施設

　　　　　　　　　　　　　機械警備
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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）＞

　　　適切に管理している

※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。

　　　適切に管理している

②鍵を適切に管理しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に管理していない

現場確認　ヒヤリング

＜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）＞

＜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

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。

　　　適切に管理していない

＜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）＞

指定管理者　チェック

コミュニティハウスの事務所の鍵、各部屋の鍵、建物の入り口の鍵（常盤台地域ケアプラザと共通）等たくさんの種類の
鍵を管理しているが、それぞれの職種の業務に応じて管理する鍵の種類を決めている。

評価機関　記述

死角になる部分があるため、スタッフが事務所の鍵をかけてから見回りをしている。また、館内を常盤台地域ケアプラザ
の職員も見回りを行っているため、二重にチェックができている。

　　　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　チェック
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　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

※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。

＜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）＞

　　　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）＞

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 　　　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)＞

法人が作成したヒヤリハット事例集と指定管理者が管理する横浜市のコミュニティハウスからのヒヤリハットを用いてスタッ
フ全員が参加するスタッフ会議内で検討・研修

　　　一部チェックに不備がある

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（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？

スタッフ会議の中での研修を行う以外に、通常の業務の中でヒヤリハット用紙に記入するほどではないが、気が付いたこ
となどをスタッフ間で随時情報交換をしている。

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）

※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。

　　　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

＜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）＞

　　　チェックしている

　　　一部チェックに不備がある

　　　チェックしていない

　　　チェックしている
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＜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）＞

※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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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）

（４）事故対応業務

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）＞
資料（緊急時対応マニュアル、コミニティハウス連絡網）　現場確認　ヒアリング

　　　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)＞

＜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

＜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）＞

ＡＥＤ講習会を全スタッフ及び地域の方対象。

＜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）＞

ＡＥＤは階下の常盤台地域ケアプラザ受付窓口横に設置している。年１回の消防訓練の中で、常盤台地域ケアプラザ
職員とともに毎年ＡＥＤ講習会を行なっている。また、事務室に掲示している「救急車要請の際、伝えること」の読みあげ
を定期的に実施している。

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）＞

消防機関への直通電話もあり、連絡網には関係機関の連絡先もある。職員が一人体制での勤務の際に事故が発生し
た時は、近隣に在住のスタッフが来館し対応できるようにしている。
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通常行っている消防非難訓練は日中の出火を想定しているが、夜間や１人体制時の避難訓練も実施するとよい。また、
小学生の利用が多いことから、不審者侵入時のケースを検討する必要がある。防犯訓練等を行うとなおよい。

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）＞

時間帯により、一人体制となる事もある。緊急時や災害発生時の際の対応については、合築施設である事からコミニ
ティハウスだけでは対応できない場合もある為、常に情報交換する事で緊急時も連携して行動できるようにしている。

＜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）＞

（５）防災業務

　　　作成していない 　　　作成していない

　　　作成している 　　　作成している

＜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）＞
常盤台地域ケアプラザと合同で行う消防訓練はスタッフ全員が参加している。平成24年3月の訓練では、コミュニティハ
ウスエリア近くから出火したという想定で、事務所内に設置されている消防機関への直通電話を使用し通報訓練も実施
した。出火場所により避難通路は違ってくるため、避難通路や避難方法は事務室ドアの内側に掲示し、スタッフ常に確
認している。「避難経路」の大きい矢印が廊下に表示され、利用者にもわかりやすい。

＜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）＞

　　　評価対象外施設 　　　評価対象外施設

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。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　記述

　　　実施していない 　　　実施していない

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）＞

「常盤台コミニティハウス災害対応マニュアル」には、地震発生時・火災・風水害などその時に合わせた対応について記
載されている。

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 評価機関　チェック

　　　実施している 　　　実施している

（６）緊急時対応全般（その他）
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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）＞

＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞

　　　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

※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　記述

　　　公表している

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

②協定書等のとおりに開館しているか？

＜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・事業報告書は、いつでも閲覧できます。お気軽にスタッフまでお申し出ください。」と館内に掲示

＜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）＞

常盤台地域ケアプラザと共催の「桜まつり」の際に開館時間を変更するため、区へ変更届を出し許可を得た。当日は届
け出通りの開館時間となっている。

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）＞
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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

（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組

評価機関　チェック

　　　一部の職員に実施していない

スタッフが必ず受けなければならない研修を先に計画したうえで、横浜市や保土ケ谷区、指定管理者法人本部等が実
施する研修のうち、必要なもの、スタッフが参加を希望したものをプラスし、研修計画を立てている。

＜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)＞

＜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）＞

個人情報、人権擁護等は全スタッフ、ワクワクさんと作ろう（工作）研修は自主事業担当、ごみゼロ研修はエコマネー
ジャー、本部実務者研修は経理担当、目を引くチラシの作り方、行列のできるチラシ作りは広報担当

広報担当が参加したチラシの作り方の研修においては、広報担当以外のスタッフも研修に参加し研修内容を実務に反
映させている。そのことによってスタッフ全員のパソコンスキルの上達にもつながっている。

＜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）＞

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

※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

　　　一部の職員に実施していない

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

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）

評価機関　記述

　　　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

　　　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）＞
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＜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）＞

＜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　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）

指定管理者　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）＞

スタッフ全員が意欲的に研修に参加している。また研修参
加の希望も多いため、すべてのスタッフが研修に参加がで
きるよう勤務日程の調整を随時行っている。

＜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）＞

＜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（スタッフ会議録）　ヒヤリング

　　　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

＜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

※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。

・横浜市・保土ケ谷区および指定管理者が実施する研修・
学習会の情報を職員に周知、受講を推奨。業務のスキル
や知識の向上に必要な学習として捉え勤務時間として認
知。時給者職員には時給を支給。また、交通費・研修費用
も全額支給。　　　・研修に参加しやすい環境にするため、
職員が交代で研修に参加できるシフト体制にしたり、急な
参加にも対応できるようにしている。

資料（勤務予定表）　ヒヤリング

＜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）＞

各職員が受講した研修は、資料を回覧し、さらにスタッフ会議で伝達研修をしている。スタッフ会議は月1回スタッフ全員
が出席できる日時に設定され、情報を共有できるよう努めている。
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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？

　　　作成していない

※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　記述

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　作成していない

全員出席するスタッフ会議では、伝達研修や、行事、自主
事業等についておもに話し合われている。その他日常的な
情報については伝達ノートでスタッフ全員が情報共有をし
ている。

資料（スタッフ会議録、伝達ノート）　ヒヤリング　現場確認

＜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）＞

＜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）＞

受付マニュアル、予約マニュアルが作成されている。予約マニュアルについてはすぐに確認できるよう受付窓口の壁面
に提げてある。受付マニュアルは受付に関する対応手順のほかに「来館者を魅きつける接遇マナー」が掲載されてい
て、利用者にもう一度利用したいと思っていただくためのサービスについて詳しく記されている。

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）＞

・毎月1回、全員参加の職員会議を実施し、情報共有や意
見交換を行っている。業務の見直しや利用方法の改善、自
主事業の取り組みなどについて、職員自身が1ヶ月の業務
を振り返り、それぞれの気づきを大事にして、より向上を目
指していくよう努めている。
・毎日の日常業務においても、常時、職員同士のコミュニ
ケーションを図り、小さな情報でも共有するよう心がけてい
る。　　　・合築施設である常盤台ケアプラザとも職員同士
が日常的に情報交換をし、建物全体での情報共有を図っ
ている。

　　　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

評価機関　記述

評価機関　記述
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　　　明確化していない

（３）個人情報保護・守秘義務

　　　明確化していない

評価機関　記述

　　　整備している 　　　整備している

＜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）＞

個人情報保護のため、横浜市の個人情報取扱特記事項を遵守している。また、「特定非営利活動法人ワーカーズコー
プの個人情報保護規定」「横浜市常盤台コミニティハウス個人情報保護マニュアル」「個人情報のお取扱いについて」
が、館内に掲示されている。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

「横浜市常盤台コミニティハウス個人情報保護マニュアル」には、「管理責任者を施設長とし、個人情報の保護を行ない
ます。」「横浜市の規定、特定非営利活動法人のワーカーズコープの規定を厳守の為スタッフに周知します。」との記載
があり、スタッフ全員に周知している。

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）

＜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）＞

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。

評価機関　チェック

　　　明確化している 　　　明確化している

＜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）＞

＜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）＞

評価機関　記述

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

　　　整備していない 　　　整備していない

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

指定管理者　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）＞

評価機関　記述

毎年、横浜市の個人情報取扱特記事項で研修を行なっており、個人情報保護に関する研修はスタッフ全員必須となっ
ている。また、「横浜市常盤台コミニティハウス個人情報保護マニュアル」には、「新しいスタッフには研修する」との明記
がある。

評価機関　チェック指定管理者　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
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※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

　　　一部の職員から取っていない

＜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）＞

　　　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)＞

　　　全ての職員から取っている

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。

　　　全ての職員から取っている

指定管理者　チェック 評価機関　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）＞

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？

「個人情報のお取り扱いについて」に、「団体登録申請書はサークル活動に関する連絡」「自主事業参加申し込み書は
自主事業に関する連絡」等、「各申請書とその利用目的・用途」が明記されている。

＜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）＞

※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

一年に一度、スタッフ全員の誓約書を取っている。

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？

評価機関　チェック

　　　適切に収集していない 　　　適切に収集していない

　　　適切に収集している 　　　適切に収集している

　　　適切に使用している 　　　適切に使用している

＜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）＞

　　　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）＞

「個人情報のお取り扱いについて」に、「コミニティハウスの各種登録でお寄せいただいた個人情報に関しては、ご申
請・お申し出いただいた以外には使用いたしません。」との明記があり、利用目的・用途以外には使用していない。
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現場確認　ヒアリング

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、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。

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）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　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

＜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）＞

　　　一部適切ではない書類がある

（４）経理業務

①適切な経理書類を作成しているか？

　　　適切に作成していない 　　　適切に作成していない

　　　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）＞

申請時の書類はファイルにして施錠管理している。専用ＵＳＢがありパスワードの設定もある。閉館時には、ノートパソコ
ンを施錠できる場所に保管している。個人情報に関する書類破棄の際には、シュレッダー処理をするなど個人情報は
適切に保管されている。

※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。

　　　一部適切ではない書類がある

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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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）＞

＜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。

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）＞

　　　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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　明確に区分していない 　　　明確に区分していない

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 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）＞

　　　仕組みを設けていない 　　　仕組みを設けていない

伝票は月毎にまとめられ、現金出納帳の項目のコード番号や伝票番号との照会がしやすくなっている。

※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

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）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　存在しない 　　　存在しない

＜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）＞

当該施設に関する経理は常盤台コミュニティハウス経理担当が「現金出納帳」で、指定管理者団体に関する経理は指
定管理者団体の経理担当が「元帳」で明確に区分し管理している。本部へは館長が作成する「月報報告書」で当該施
設の現金出納内容を報告している。このように経理担当、館長、本部の経理と三重に確認する仕組みが作られている。

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

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？
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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）＞
現場確認　ヒアリング

　　　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

＜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）＞

＜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）＞

　　　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）＞

通帳の管理は常勤の経理担当者、印鑑は館長が管理している。また、通帳・印鑑は、別の金庫に保管され、さらに別々
の場所で施錠保管されている。

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）＞
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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）＞

評価機関　記述

・毎月の会議等でシフト体制についても確認し、予算内で
の人件費の設定を実施。
・消耗品等の購入は 低必要限に押さえ、購入時にイン
ターネットの通信販売や量販店などを利用し少しでも安価
な商品を購入。
・館内の冷暖房・空調・照明などを調整し、利用者にも節電
への理解と協力を求めている。
・トイレの24時間洗浄機能を停止させ、便座の保温機能も

低温度に設定。
・常時、利用者・地域住民へ寄付を呼びかけ、特に消耗の
激しいプレイルームの玩具はほぼ寄付品によって賄われて
いる。

現場確認　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）＞

＜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）＞

コミュニティハウス便り「ハッピーマーケット」や自主事業の
チラシ等の印刷は館内掲示用はカラー印刷、回覧等は白
黒印刷としている。集会室等の空調はこまめに温度調整
し、照明は間引きをし、５時以降は廊下の冷暖房や照明を
消している。

＜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）＞

（５）組織運営及び体制全般（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）＞

指定管理者が横浜市内で4館のコミュニティハウスを管理していることもあり、各館における課題や情報を共有し組織運
営の改善に役立てている。スタッフの資質向上には力を入れており、その成果の一つとしてスタッフはとても意欲的に運
営に参加している様子がうかがえる。

スタッフ会議では伝達研修をはじめ業務内容、利用者からの意見等、多くのことが話し合われ情報を共有している。そ
の情報をより良い組織運営につなげていくためにも、スタッフ会議の記録の整備が望まれる。

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
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＜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）＞

資料（保土ケ谷区地域福祉保健計画）　ヒヤリング

＜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）＞

現在連携の取れている横浜国立大学の学部やセンターや
学生を足がかりにさらにいろいろな学部や学生と情報交換
や連携を取るようになればなお良い。
開館以来2年半がたち、利用実績、自主事業、苦情・意見
等いろいろな事項のデータが蓄積されつつある。これらの
データを分析する手法を取り入れさらなるよい運営をしてい
くことを期待する。

・保土ケ谷区子ども家庭支援課の「子育て相談」を毎週火
曜日プレイルームで実施。「赤ちゃん教室」を毎月第2金曜
日集会室で実施。
・保土ケ谷区地域福祉保健計画ほっとなまちづくり推進事
業「常盤台地区協議会」に参加。　ケアプラザ・コミュニティ
ハウスを拠点としたまちづくりを協議。
・

＜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 評価機関　記述

Ⅵ．その他

資料（横浜国立大学地域実践教育研究センターNews) 　ヒ
ヤリング

＜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）＞

保土ケ谷ほっとなまちづくりの共通課題「見守り・支えあい」
の一環として、民生委員とコミュニティカフェをつくろうと取り
組んでいる。また、共通課題「担い手づくり」の一環として地
域子育てボランティア講座、まちづくり暮らしのサポーター
講座を自主事業として行い、多くの受講終了者がボラン
ティアとして登録している。

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以
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）＞

隣接する横浜国立大学との連携事業を多数展開。
・地域実践教育研究センターとは、常時、情報交換を行
い、学外モニターとして地域交流科目への参加、地域課題
実習の「和田チャリ」への協力・アンケート実施、「エコの芽
プロジェクト」とのイベント共催、学生ボランティア受け入れ
など実施。各研究発表会に参加。
・環境情報学府・環境情報研究院「大原ゼミ」との共同団体
「常盤台まちづくり応援団」に参加。年数回、地域住民参加
のワークショップ開催、学生による地域住民へのアンケート
を実施。　　　　　・横浜国立大学教育人間学部へ自主事業
講師依頼。
・横浜国大生サークルの利用登録、自主事業講師依頼、イ
ベント出演依頼、ボランティアとしての協力依頼。

横浜国立大学との連携が取れており、館長が横浜国立大
学地域実践教育センターからの誘いをを受け、子育て支援
に関するシンポジウムに参加している。またコミュニティハウ
スが、自主事業の企画段階で相談をすると、自主事業に関
するアイデアや講師等の紹介をしてくれるという関係を築き
上げている。

＜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）＞

＜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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