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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。

指定管理者 記述（400字以内）

評価機関 記述（400字以内）

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

指定管理者の構成員は地元の連合町内会や自治
会の複数の代表から構成されているため、地域の
声を直に聴いて運営に反映するようになっていま
す。また、センターの管轄地域の町内会長と懇談会
を開き地域の活動の様子を聞いたりやセンターの
課題などを相談し、情報交換会を行っています。毎
月発行のセンターニュースを回覧板にして住民へ
の配布や町内の掲示板にポスターの掲示をしてい
ただいています。地域の任意団体や学校や幼稚園
との結びつきも強く、事業のチラシの配布や行事の
企画・出演、参加まで快く引き受けていただいてい
ます。また個人で利用されている方々も畑で取れた
野菜や花を届けてくださり、センターに飾って季節
感あふれる館にしていただくなど、センターに愛着
を持っていただいています。また、平成２９年３月の
２０周年記念事業では餅つき大会を地域ボランティ
アと連合自治会・町内会の人たちが集まって実施で
きました。

・地域の代表が当施設を管理しているため、施設に対する
要望・意見が積極的に提案・検討されています。職員はこ
の要望・意見を整理して「区と取り組むべき課題」、「施設
職員で解決できる課題」の２つとし、積極的にその解決に
向けたスピーディな対応に努めています。
・本年7月に実施した「ワンパクホリデー」には300名を超す
地域住民が参加して、「ゲーム」、「ロケットづくり」、「カレー
づくり」などが実施されています。5月には下和泉連合町
内、富士見が丘連合自治、下和泉経営委員会の方々と企
画会議を実施するなど地域と連携しています。
・本年6月に実施された、利用者で構成される地区セン
ター委員会では、委員から駐車場の混雑解消、英語教育
講座の開設、受付への監視カメラ設置など活発な意見・要
望が出されました。対応を進めています。昨年の委員会で
は料理教室の利用率向上を討議して新たな親子向け事
業を企画し実施しました。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

利用者アンケート結果、受付へ直接の意見、あなた
の声として投函された意見をすぐに形にしたり、改
善提案には耳を傾け実行に移すシステムが構築さ
れています。また、自主事業に関しては、地域の親
睦が図られる内容、地元ニーズに合ったものを提供
するようにしています。子供たち対象の事業に関し
ては、時代の要請に応じたものを提供するなど「参
加して良かった」、「またやってほしい」と言ってもら
えるような事業を目指しています。また、図書のコー
ナーを充実するため、新刊本紹介コーナーを設け、
予約件数も増え続けています。センターの行事（歌
の集い、卓球大会、ワンパクフェスティバル、スプリ
ングフェスティバル）などの開催は、すべて利用者
の方々がボランティアの実行委員会組織で運営に
携わり、参加者に喜んでもらえるようにという思いで
取り組んでいただいています。会合では様々な改
善案が出され年々活発なイベントになっています。

・利用者での実行委員会組織による「歌の集い」、「卓球大
会」、「ワンパクホリディ」、「スプリングフェスティバル」など
のイベントに利用者自らが運営を進めています。卓球大会
はボランティアの都合で活動停止となる状況でしたが、本
年に地域の新たなメンバーが組織され、82組を集めた盛
況なイベントとして継続開催されるようになりました。
・職員間のミーティングで高齢化が進む施設利用者の対
策が検討され、下駄箱での転倒防止に手すりや椅子の設
置、舞台への昇降時の転倒防止に補助階段を新設、手元
を明るくするライトの設置などが実施されました。
・６月に開催された「泉区民施設ネットワーク会議」で図書
の貸出ポイント制度が紹介されています。その後、泉区が
主催した「平成28年度読書活動推進情報会議」において
当施設の新着図書と図書コーナーのレイアウトが事例紹
介に取り上げられています。当施設の独自の工夫は高い
評価を得ています。

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

安全面を重視し、修繕費は昨年よりも予算を増やし
ていますが、限度があります。緊急性を要する物か
ら修繕をしています。雨漏りは行政にお願いして直
していただいていますが、なかなか止まらず、風の
向きによって雨漏りの箇所が変わってきます。電気
の点灯スイッチは、効かなくなり、交換するにも部品
の製造停止になっており、入手し辛くなっていま
す。また、建物の経年から設備の製造推奨保証期
限が次から次へと切れてきています。清掃面では毎
朝作業スタッフが建物周りからバス停の周辺ベンチ
の拭き掃除もしています。駐車場は、雨が降ると広
い水たまりができています。雨後には、毎回ブラシ
で水を側溝へ掃き出していますが、利用者が歩け
ないと時々言って来られます。ケアプラザとの併設
館でもあるため光熱費については予測が付かず、
そのため、センターではLED化をできるところから少
しずつ進めています。

・29年度施設管理計画及び実績表から床清掃と窓清掃が
適切に委託業者に委託され、実施されていることが確認で
きます。日常清掃は、「作業スタッフチェックリスト」でチェッ
クされ、「コミスタ連絡日誌」に記録されていることが確認で
きます。その結果、当施設のアンケート調査で９７％の利
用者が清潔な施設であると評価をしています。
・備品台帳が整備され、備品には整理番号のシールが貼
付されています。新たに購入した備品は全て市に寄贈さ
れ、市所有の備品になっています。
・当施設の外観はガラス張りで先進的でモダンなデザイン
の建築物でありますが、雨漏り、結露、風通しが悪いとの
報告がありました。また、ケアプラザとの合築形態で落成か
ら２１年が経過し、使用頻度が高い機械設備が老化し度々
修理が発生するとの報告もあります。
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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）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

安全、迅速、正確、適格に判断し、行動することを
周知徹底しています。防犯・防災に関しては午前午
後夜間の各時間帯の始めと終了時に全館全室トイ
レ・更衣室やシャワー室も含めて点検し、外周は１
日３回時間を決めて見回りを行っています。消防訓
練や避難訓練は年２回行い、うち１回は泉消防署の
協力を頂いてAED、消火栓、消火器の扱い方をケ
アプラザと合同で実施しています。また、区役所と
の協定で災害時帰宅困難者受け入れ施設となって
います。そのため帰宅困難者の対応については、
スムーズな開館ができるように近隣住民者のスタッ
フに鍵の開閉方法を訓練して非常時の課題解決に
取り組んでいます。

・危機管理マニュアルが整備され利用者の緊急時には救
急車が要請され、ケースによってはケアプラザの看護師に
相談ができる協力体制が構築されています。当施設はケ
アプラザとの合築であり、この環境を生かした緊急事故発
生時の対応と体制の構築は評価できると感じられます。ま
た、近隣の病院との連絡体制も整備されています。
・作業スタッフチェックリストにより毎日朝と夜、各部屋を点
検していることが「コミスタ連絡日誌」、「業務日報」で確認
できます。
・本年は１０月に所轄の消防署が講師を派遣してAED研修
が実施されています。新人を中心に全員が受講しているこ
とが確認できます。研修は区内で発生した緊急時の実例
を取り上げて対処が説明され、職員全員がAEDを身近に
感じることが出来るように、センターに設置してある実物を
使ってAEDの使用方法を理解きるように工夫されました。

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

地域の自治会・町内会の管理運営であることはス
ムーズな地域交流が図られます。地域の人をスタッ
フや講師に起用することで、子どもや高齢者の利用
者は顔見知りのため、安心して通っていただいてい
るように見えます。自治会活動の目的とNPO法人の
精神が「地域住民への貢献」と同じであるために明
確な運営を実施しています。また、センターが町内
会・自治会長会を開催することで地域ニーズを集約
しやすく、逆にセンターから館長が自治会の会合や
行事に参加し情報を交換するように図っています。
施設の開館については、駐車場が少ないことから
早い時間に来る人もいますが、開館１時間前にエン
トランスに入り椅子に座って待つことができます。入
室は開館５分前となっています。利用者からは椅子
があって助かるという言葉をいただいています。

・シフト表と出勤簿は同一の書式にまとめられ、訪問調査
当日の出勤状況と直近の出勤状況の両方で適正であるこ
とが確認できます。業務日誌に開館時間・閉館時間が記
録され適正な時間に開館・閉館が行われていることが確認
できます。
・平成29年度スタッフ研修年間計画に基づいて基本的な
研修が計画されています。春には新人研修、夏には人権
擁護と受付業務研修、秋には自主避難訓練、冬には受付
業務・消防訓練・危機管理研修（ノロウイルスへの対策）が
実施されていることが確認できます。
・当施設は地域の連合が運営の主体であるため、イベント
関係の運営などのボランティアに地域の方々が非常に協
力的です。事業を行うにあたり利用者が積極的に意見・要
望を出し、どの任意団体へ協力の依頼の声を掛けると事
業がスムーズに進むかなどの情報の提供があり、幅広い
自主事業が活発に開催されて集客も高いと感じます。

Ⅵ
．
そ
の
他

地区センターの周辺は静かな住宅街で、特段楽し
める施設がありません。周辺の住民は高齢化してお
り、センターが開設された当初とは入館者層も大きく
変化してきています。近隣の人たちには、センター
に来ることが楽しみで生活の一部となっています。
今後は、更に施設の開放を図り、同時に積極的に
施設の利用を拡大し、周知徹底を図りたいと考えて
います。それには、地元自治会と協力し合い、地域
の魅力的な核となるような施設運営を目指していま
す。子どもたちには、将来に夢を抱けるような事業を
展開し、地域の人たちが子供たちを温かく見守れる
環境づくりの一助を担うセンターであるよう努めたい
と考えています。

・指定管理者となっている「特定非営利活動法人 泉南
会」は下和泉地区連合町内会・富士見が丘連合自治会お
よび和泉中央連合自治会の一部を母体とした地域住民を
中心に組織されたボランティア団体であるため、「地域力
を生かしたコミニケション」をスローガンとした自主事業が
積極的に実施されています。本年度は地域住民の幅広い
年齢層に対応する、七夕祭りなど「子供向け」事業が６事
業、卓球大会など「子供と大人のコミュニケーション向上」
を考慮した事業が4事業、歌の広場など「大人向け」の事
業が5事業、合計15事業が計画され、実施されています。
・図書の貸出では、区の読書推進運動と連携して施設独
自の企画を実施しました。小学生の夏休み時期の貸出に
ポイント制度を導入し、更に10月からはホームページを活
用した貸出受付システムを稼働するなど、地域住民の読
書力向上を図りました。
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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）＞
資料（第20回ワンパクホリデー打合せ議事録、平成28年反
省会議事録）、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）＞
指定管理者の母体である町内会の代表には、毎月発
行のセンターニュースを各町内に回覧、掲示板に貼るた
めのポスターを配ってもらっています。センター主催の町
内会長会では、地域の様々なことに詳しいので、センター
での行事や自主事業が盛り上がるような仕掛けを提案して
いただいています。また、事業の対象者の地元小中学校
や幼稚園などには、チラシを配布、事業への参加協力を
依頼し、学校ぐるみでセンターの祭りに出演していただき、
地域の人たちに見てもらうという関係ができています。地域
の青少年指導員、スポーツ推進委員にはワンパクホリデー
の企画運営に携わっていただき、センターと一緒に地域ぐ
るみで子供たちの健全育成に取り組んでいただいていま
す。また、区内の公共図書館には本に関する相談や情報
をいただき、区主催の読書活動推進への情報協力を行っ
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）＞
・本年7月に実施した「ワンパクホリデー」には300名を超え
る人が参加してゲーム、ロケットづくり、地元の方々による
カレーづくりなどが実施されています。5月には下和泉連
合町内、富士見が丘連合自治、下和泉経営委員会の
方々と企画会議を実施して地域と連携して進めています。
・センター主催の町内会長会では当施設への利用状況の
情報提供、各委員からの意見要望など活発な情報交換が
実施されています。

（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）＞
本年6月に実施されたセンター委員10名の利用者からなる地区センター委員会では、駐車場の混雑解消、英語教育
講座の開設、受付への監視カメラの設置など活発な要望・意見が出され対応を検討中です。昨年の委員会では料理
教室の利用率向上を討議して新たな親子向け事業を実施しています。
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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）＞
資料（地区センター委員会議録）、ヒアリング
＜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）＞
地区センター委員会で意見があった駐車場ついて「混雑の解消」、「降雨後の水まりの発生」、「植栽が伸びて駐車し
ずらい」。また、「物品購入要請」、「施設利用方法に対する意見」などを課題として抽出していることが確認できます。
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）＞
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）＞
降雨後に発生する駐車場の水たまりに対しては区役所とその対応を検討中です。駐車場の植栽の対応は年に2回の
業者の定期管理に加えて職員が対策を講じています。「混雑の解消」についてはケアプラザと調整中です。「物品購
入要請」、「施設利用方法に対する意見」に対しては改善後結果を公表していることが確認できます。

（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）＞
地域の代表が当施設を管理しているため、施設にたいする要望・意見が積極的に提議されます。この要望・意見に対
して、職員は「区と取り組むべき課題」、「施設職員で解決できる課題」の２つに整理して積極的に解決に向けた対応を
しています。
＜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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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）＞
年に1度開催される「スプリングフェスティバル」の企画会議には指定管理者の責任者も出席して利用者会議を開催し
ていることが確認できます。

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？
※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（カラオケの集い反省録）、ヒアリング
＜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）＞
利用者での実行委員会組織による「歌の集い」、「卓球大会」、「ワンパクホリディ」、「スプリングフェスティバル」などのイ
ベントに利用者自らが運営を進めています。卓球大会ではボランティアの都合により昨年で大会が終ってしまう状態で
あったが、本年に新たなメンバーのボランティアが立ち上がり82組を集めた盛況なイベントとして継続開催されていま
す。
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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。
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（ミーティング議事録）、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）＞
職員間のミーティングでは施設利用者の高齢化に対する対策が検討され、下駄箱での転倒防止のための手すりや椅
子の設置、舞台の階段の段差を狭くするための補助階段の設置、手元を明るくするライトの設営などが検討され実施
されています。

（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。
指定管理者 チェック
評価機関 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

実施していない
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）＞

その他

独自アンケートが今年度は７～10月に180名に対して実施され、昨年度は８～１０月に１６８枚が回収されています。
＜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）＞
施設の運営について職員は現状に満足せず更なる上位を目指す姿勢に立って独自作成のアンケートを実施し、利用
者の目線で分析し、対策を講じるように努めています。
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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（２８年度、２９年度アンケート分析）、ヒアリング
＜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）＞
２８年度のアンケートにあった１２の「やや不満」の意見を課題として抽出しています。バレーボールアンテナの不備、卓
球ネットの改善、カラオケ設備のランクアップ、駐車場の混雑、体育室の夏の温度対策、隣設の部屋の音漏れなどに
整理をしました。

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？
※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（平成２８年度アンケート分析）、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）＞
平成２８年度のアンケートで課題とされた内容について、１年を掛けて対応を実施しています。バレーボールアンテナ
不良、卓球ネットについては改善、カラオケシステムはランクアップを実施、駐車場、体育室の夏の温度、隣接の部屋
の音漏れなどについては現状を理解頂けるように丁寧な説明と公表を行ないました。
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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、ヒアリング
＜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）＞
アンケート結果の分析は館内掲示版に張り出されいます。利用者の不満については内容が明記され、その対処が記
載されていることが確認できます。

（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）＞
館内掲示版にご意見ダイヤルのポスターの掲示が確認できます。
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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）＞
エントランスにご意見箱が設置されています。
＜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）＞
本年８月に当施設の掲示物について１７歳の少女から賞賛の声が寄せられ、館内に掲示されました。昨年は3枚の意
見が寄せられ、「駐車場のラインが見にくい。」との指摘に対処してラインのカラーを見やすく改善していることが確認で
きます。

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（利用者の声）、ヒアリング、現場確認
＜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）＞
館内掲示版に苦情解決の仕組みが掲示されています。
＜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）＞
苦情解決の受付方法、対応手順、責任者はフローチャート図表化されポスターにして館内に掲示されていることが確
認できます。
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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）＞
利用者からの苦情・意見は記録され保管されていることが確認できます。毎朝、ご意見箱をスタッフが確認し、投函さ
れた意見・要望は保管されています。
⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※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（利用者の声）、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）＞
意見・要望に対して職員間でのミーティングで対策が検討されスピーディに対応をしていることが確認できます。
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、ヒアリング
＜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）＞
利用者から寄せられた意見。要望は館内の掲示板に掲示され、区への連絡も実施されていることが確認できます。ま
た、利用者から寄せられた意見・要望はセンター委員会、利用者会議、町内会長会で「あなたの声」として公表されて
います。
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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）＞
資料（パンフレット三種）、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）＞
広報はセンターニュースとして毎月1回発行をして地区セ
ンターの様子や自主事業の募集などを地域住民に知らせ
ています。PRの方法は各地域の会長が各自治会・町内会
ごとの回覧板部数を持ち帰り、各班ごとに分け各戸へ回覧
できるようにしていただいています。当館の指定管理者が
自治会・町内会の会長から構成されているので、スムーズ
な流れでセンターニュースは周知されるようになっていま
す。また、町内の掲示板の掲示物も同時に配布し掲示し
ていただいています。ホームページも使って図書の新刊
本、部屋の利用方法の変更など知らせています。ケーブ
ルテレビや地域の情報誌にも掲載されています。近隣のコ
ミュニティハウス、郵便局に掲示物を貼り出してもらってい
ます。また月例の連合会へ足を運びセンターの宣伝・広報
活動もさせてもらっています。

＜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）＞

施設案内パンフレットはふりがなを振った「子供向け」、文
字を大きくした「高齢者向け」、「一般向け」の三種類を用
意して利用者に配慮しています。近隣の小学校が開催し
た「町探検」のイベントでは来館した小学生に子供向けパ
ンフレットが手渡されました。

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）＞
利用者別3種類の「利用案内」が窓口に備えられていることが確認できます。
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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」は利用者が窓口で閲覧できるように準備され、さらにエントランスにポスターとして掲示されていることが確
認できます。

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）＞
資料（利用案内、一般公開要領）、ヒアリング、現場確認
＜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）＞
予約は、利用月の3か月前から予約を受け付け、申し込みが重複した場合には最終日曜日10時に調整会を開催して
くじ引きで利用者が決められています。くじ引きに外れた方は別の日を優先的に予約できるようにしていることも確認で
きます。

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（29年スタッフ研修計画、スタッフ会議録）、ヒアリング
＜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）＞
本年8月に人権擁護関する研修が受付業務研修と合わせて実施されています。欠席者に対応し別日に研修が開催さ
れ、全ての職員に対して研修が行われていることが確認できます。
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（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（29年度自主事業別計画書）、ヒアリング
＜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）＞

＜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）＞
本年度は15事業を計画しています。「地域力を生かしたコミニケション」をスローガンに、七夕祭りなど「子供向け」に６
事業、卓球大会など「子供と大人のコミュニケーション向上」を考慮した4事業、歌の広場など「大人向け」5事業を計
画、年齢、性別等に偏りのない事業内容が提供されています。

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）＞
事業計画に基づいて事業が実施されています。昨年新春に実施された囲碁教室は有段者とのコミュニケーションがで
きることが特徴で、利用者のニーズを掴み32名の参加がありました。本年度は1月に継続開催が予定されています。
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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（図書アンケート）、現場確認、ヒアリング
＜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）＞
新規図書の購入は「図書アンケート」で利用者からの希望をとっていることが確認できます。子供達に本を読んでもらう
ために近隣の小学校と連携して夏休みの貸出にポイントを付与し、貯めたポイントでくじ引きができる特別企画を実施
しました。また、ホームページから貸出の申込ができるシステムも本年10月中旬より導入しています。年間予約数は400
件となりました。

（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）＞
資料（広報誌配布実績）、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）＞

毎月発行のセンターニュースやホームページ、区の広報
誌、地域情報誌、YCV、町内回覧板・掲示板で情報を提
供しています。平成２８年度は開館２０周年の記念事業も
あり、自主事業は年間５０種類あり９０００人の参加がありま
した。すべての事業をポスター化し、エントランスや正門の
掲示板に貼って参加者を募っています。また、幼児向け事
業の広報は若いお母さん向けに子育て支援施設にお願 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
いし、関係者向けにメール配信をしてもらっています。内 （200字以内）＞
容によっては地域の有志の団体に参加者へ呼びかけをお
願いして集めていただいたりもしています。
「下和泉センター・みなみコミュニティハウスニュース」を毎
月800部発行しています。また、「下和泉地区センターから
のお知らせ」を地区掲示板掲示用に120部配布し、「ピック
アップ・チラシ」が小中学校と幼稚園に配布されています。
また、メール配信サービス「子育てサポートシステム」を活
用してイベントを中心にしたメールを泉区の子育て家族に
発信しています。
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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
（200字以内）＞
内容について記述して下さい。（400字以内）＞

初めての利用者には、受付に用意してある印刷物やパン
フレットを使って分かり易く説明をするようにしています。入
館された方とは顔を合わせて挨拶を交わすようにしていま
す。受付を巣通りされた方にも声を掛けるようにしていま
す。混雑時にも無視をせずに言葉かけをするようにしてい
ます。また、利用者により声の強弱、言葉の速さを変え、高
齢者には人権擁護の意味からも十分心を配って対応する
ようにしています。掲示物や配架物についても聞かれてす
ぐに応えられるように配架場所の基準、期日を書いて分か
りやすくしてあります。

＜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）＞

職員は統一したチョッキを制服として着用し、利用者に接
遇しています。本年窓口担当に利用者から自主事業のア
イデアが提供され、夏休みに「ラジオを作ろう」講座が開催
されました。利用者が気軽に職員とコミュニケーションが取
れる環境であることが確認できます。

（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）＞

地区センターは、部屋の有料化が始まって十数年が経過
します。設置から２０年経過すると地区センター周辺の地
域や環境（隣接・近隣にある無料施設）により利用者の利
用目的は大きく異なってきています。施設の老朽化は容
赦なく進み、危機感は常にあります。指定管理者制度は
館の独自性を持たせる意味では、地域住民本位の住民創
意が係われ、行われることは素晴らしいことです。利用者
の超高齢化が言われる中で地区センターは、情報発信源
になり地域コミュニティ形成の必要性は今後益々求められ
ていくと考えています。また、高齢者やどなたにも足を運ん
でもらえる施設を目指していますが、施設利用料が高齢者
にとって負担にならないためのサービスを提供しなくては
ならないと考えています。

＜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）＞

平成28年度の利用者数は79,609名（前年同月比102%）。
利用者の上位4位は、65歳以上の女性19,076名、一般女
性18,897名、65歳以上の男性15,725名、小学生8,257名と
女性の利用者が多く、利用料金は前年同期比105%と伸び
ています。
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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）＞
６月に開催された「泉区民施設ネットワーク会議」で読書事業のアピールポイントとしては泉区図書貸出施設めぐりで当
施設の取組が紹介されています。その後、泉区が主催した「平成28年度読書活動推進情報会議」において当施設の
新着図書と図書コーナーのレイアウトが事例紹介に取り上げられています。当施設の独自の工夫が区で評価を得てい
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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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）＞
29年度施設管理計画及び実績表から適切に厨房ダクト、空調フィルターなどの清掃業務が委託事業に委託され実施
されていることが確認できます。

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）＞
29年度施設管理計画及び実績表から床清掃と窓清掃が委託業者に委託され実施されていることが確認できます。日
常清掃に関しては、「作業スタッフチェックリスト」でチェックされ、「コミスタ連絡日誌」に記録されていることが確認でき
ます。
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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）＞
備品台帳より購入品は全て市への寄贈となり、備品が市所有となっているこが確認できます。

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）＞
備品台帳に記載されたビジネスプロジェクターを含めた任意の５つの備品が存在し、整理番号のシールが貼付されい
ることが確認できます。

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）＞
「作業スタッフチェックリスト」に基づいて備品の安全性が確認され、安全性に関わる損傷がないことが確認できます。
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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）＞
定期的に館内のゴミは回収されています。集めたゴミは館内外に長期放置されていないことが確認できます。

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）＞
事務所内のゴミ容器は横浜市の分別ルールに沿って「燃えるゴミ」、「プラスチック」が分離されています。
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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 ＜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）＞
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）＞
毎朝スタッフが建物の外周りの掃き掃除、センターの真ん
前にバス停があるため、バス停周辺・ベンチの拭き掃除、
植栽の水遣り、シャワー室、トイレ、廊下階段の掃除をして
います。雨後になると駐車場は側溝と逆傾斜のため水たま
りができ、溜まった水をブラシで側溝へ流しています。駐
車場周辺の木の枝が伸びると車から降りづらくなるので、
頻繁に剪定をしています。夜には空き部屋の掃除や、打
ち合わせ室、グループ室、プレイルームの掃除をしていま
す。その際備品の破損などのチェックも併せて行っていま ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
す。部屋で使うモップは毎週スタッフが交換し洗濯をする （200字以内）＞
ようにしているため、利用者からはきれいだとお褒めの言
葉をいただいています。エントランス・通路・外壁窓などは
業者による定期清掃を行っています。
当施設のアンケート調査で９７％の利用者が清潔な施設
であると評価をしています。外構部分についてはエントラン
ス部分に加えて近隣住宅との境界にも気を配ることでさら
により良い環境となると思われます。

（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）＞
管理者より、外観がガラス張りで先進的なデザインの建築物であるため、雨漏り、結露、風通しの悪いこと。また、２１年
間ケアプラザとの合築で設備を使っているため、機械設備の老化が見られ、修繕についての役所との協定書に基づ
いた申請中の未解決案件が数件残っているとの意見があります。
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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）＞
危機管理マニュアルが整備され利用者の緊急時には救急車を要請し、ケースによってはケアプラザの看護師に相談
する協力体制が構築されています。また、近隣の外科、内科、眼科、整形病院の連絡先が記載されていることが確認
できます。

（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）＞
防犯上、受付から離れている体育室や２階に防犯カメラを設置しており、利用状況をカメラでチェックしたり、危険な使
用をしていないか確認を行っています。
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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）＞
資料（マスターキーなど貸出票）、ヒアリング
＜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）＞
開館・閉館に使用する鍵の扱い者とカード番号は記帳され、閉館時には「スタッフ日誌」に鍵の戻しが記録され、業者
などへの鍵の貸出は貸出帳に記録されていることが確認できます。

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）＞
全作業スタッフチェックリストにより毎朝、毎夜の部屋が実施点検されていることが「コミスタ連絡日誌」、「業務日報」で
確認できます。また、朝、昼、夜の時間帯に館内のトイレとフリースペースを定期巡回し、雨漏り、電球切れ、タバコの吸
い殻、床の傷、備品の欠陥などがスタッフにより確認されています。
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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）＞
全作業スタッフチェックリストを用いて館内外は点検され、部屋の中に関しては毎日朝と夜にすべての部屋がチェックさ
れています。異常はスタッフの目、鼻、手の感触でチェックできように「作業スタッフチェックリスト」が制作され、利用者
の備品使用時の事故の防止対策は、その備品の扱い方を分かり易く写真やテプラを使って表示し対処していることが
確認せきます。
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）＞
資料（29年度スタッフ研修計画）、対象者全職員・スタッフ
＜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）＞
秋にはノロウイルス対策が職員全員に周知され、体育室では転倒、床のささくれ点検がチェックリストにより点検され点
検簿に記録されています。また、他施設での事故を参考として「机の動かし方」を机の裏に貼付して利用者が机を脚の
上に落とすことがないように配慮しています。
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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
＜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）＞
管轄消防署とr連携したAED研修を実施。対象者は全職員です。
＜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）＞
本年は１０月に所轄の消防署がAED研修を実施。新人を中心に全員が受講していることが確認できます。区内の緊急
事態発生実例を取り上げて研修が実施されています。また、職員全員がAEDを身近に感じて理解がきるように、セン
ターに設置してあるAEDの実物を使って研修が実施されました。

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）＞
資料（緊急連絡先）、現場確認（事務所内）
＜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）＞
近隣の病院名の電話番号の一覧を事務所内に掲示して、事故発生時にはケアプラザと連携を取るように連絡体制が
確保されています。
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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、災害時の帰宅困難者を受け入れる施設です。また、ケアプラザは緊急時避難者収容場所に指定されてい
ます。緊急避難時には当施設の近隣に住んでいる職員がスピーディな開館ができるように、「災害対策マニュアル」に
より訓練を実施していることが確認できます。

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
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）＞
実施記録により本年は10月に所轄消防の協力を得て、地震を想定した避難訓練や３号消火栓を使っての放水や消火
器の使い方など様々な訓練が行われていることが確認できます。

（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）＞
当施設はケアプラザとの合築でありこの環境を生かした緊急事故発生時の対応体制の構築は評価できると感じられま
す。また、近隣の病院との連絡体制も整備されています。
＜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）＞
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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）＞
シフト表と出勤簿は同一の書式にまとめられ、訪問調査当日と出勤と直近の出勤がで適正であることが確認できます。

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。
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）＞
業務日誌に開館時間・閉館時間が記録され適正な時間に開館・閉館が行われていることが確認できます。

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）＞
館内掲示版に公表
＜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）＞
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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）＞
「平成29年度スタッフ研修年間計画」に基づいて基本的な研修が計画されています。春には新人研修、夏には人権擁
護と受付業務研修、秋には自主避難訓練、冬には受付業務・消防訓練・危機管理研修（ノロウイルス）が実施されてい
ることが確認できます。

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）＞
資料（29年度スタッフ研修年間計画）、ヒアリング
＜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）＞
新人研修、人権擁護・受付業務研修、自主避難訓練、受付業務・消防訓練・危機管理研修が担当職員と全職員に実
施されています。
＜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）＞
研修受講者が多い場合や欠席者などが出た場合は、2度に渡り研修日を設けて全員が研修を受講できるよう工夫をし
ています。受講者の研修への意見はまとめられ、全員に回覧されています。
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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）＞
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）＞

早い時期に研修日程を設定し、周知しています。受付業
務に関しては資格を有する仕事ではないため、他所開催
の研修については、特別に研修を義務化していません。し
かし、区の内外を通じて分別ごみ、図書館情報、防災、施
設管理、自主事業についての情報交換会など、日頃の業
務と関連あるものに対しては、積極的に参加するように勧
めています。参加後には研修内容を報告し、内容を回覧 ＜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）＞
して周知しています。研修費用・交通費は支給していま
す。
職員が研修に出席するための交通費、時間給が支払われ
ていることが確認できます。当施設の特徴である「図書施
設間交流会議」には業務に関連する情報交換会として位
置付け積極的に職員が出席しています。

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）＞
資料(研修報告書）、ヒアリング
＜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）＞
研修後にその内容は研修報告書として記録され、次回に向けた反省点なども記録され職員間で回覧がされていること
が確認できます。
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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）＞
窓口業務については「コミュニィスタッフ研修資料」としてマニュアル化され、事務所内に整備され活用されていることが
確認できます。

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）＞
資料（コミスタ連絡日誌ほか）、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）＞

時間帯（午前・午後・夜間の勤務帯）ごとの連絡事項を引
き継ぎ時にミーティングを行い仕事の効率化を図っていま
す。詳細事項、時間帯をまたぐものに関しては電話連絡経
過票、業務日誌に書いて引き継ぐことにしています。特記
事項に関しては、別途、回覧や掲示物を使って全員が、
理解しやすく共有し易いように工夫しています。また、職員
が他で研修を受けた場合は、研修内容を報告し、回覧し
て情報の共有化を図っています。また、季節により諸感染 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
の流行を予防する情報を知らせ、互いに注意喚起を促す （200字以内）＞
ようにもしています。研修をやむを得ず欠席した職員には
再度個別に研修を行っています。
「コミスタ連絡日誌」により時間帯ごとの連絡事項をスタッフ
間で引き継ぎ、その結果報告は「業務日誌」を活用してス
タッフ間で情報共有が図られています。さらに特記事項は
回覧され情報共有による職員の資質向上が図られていま
す。
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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）＞
「個人情報情報取扱規定」と「業務分類個人情報管理一覧」が整備され、個人情報保護のための具体的な取扱方法
や注意事項についての記載が確認できます。

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）＞
当施設のエントランスにポスター形式で掲示により周知していることが確認できます。

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）＞
「平成29年度スタッフ研修計画」に基づいて個人情報の取扱の研修が3月と4月に2回実施され、全ての職員の受講が
確認できます。
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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）＞
団体申請申込書には、個人情報の使用目的が明記され適切に収集されていることが確認できます。

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）＞
個人情報を収集するフォーマットには、収集した個人情報を目的外に使用しないことが明記され、受付にその扱いを
掲示していることが確認できます。
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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）＞
現場確認、ヒアリング
＜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）＞
離籍時のコンピューターのロックが実施され、書類廃棄の際は事務所内に整備されたシュレッダーで廃棄処理されて
います。また、使用中の書類は鍵のかかるロッカーに保管されていることが確認できます。

（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）＞
出納帳により指定管理料、利用料金、自主事業は事業別に実費収入を適切に経理処理されていることが確認できま
す。
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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）＞
資料（収入支出伝票帳）、ヒアリング
＜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）＞
起案担当・出納経理担当・経理責任者（館長）の流れでそれぞれの役割分担が確認できます。随時税理士のアドバイ
スを受けることができる体制が取られていることも確認できます。

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？
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）＞
資料、ヒアリング
＜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）＞
NPO法人団体と当施設の担当責任者は役割分担され、団体とその他の経理が明確に区分されていることが確認でき
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？
※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）＞
9月に発生した「複写機のリース料」の支払いを含めた全費目からピックアップした3項目で適切な伝票が存在すること
が確認できます。
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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

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）＞
現場確認、ヒアリング
＜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）＞
通帳は施錠可能なロッカー内の金庫に保管され、印鑑は館長が保持して適切に管理が行われていることが確認でき
ます。

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）＞
資料（平成28年度ニーズ対応使途一覧）、ヒアリング
＜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）＞
バレーボールアンテナセット、カラオケ機器更新、卓球台更新など目的に沿った支出となっていること確認できます。
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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）＞
ヒアリング、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）＞
スタッフの多能工化を進めて、受付の仕事だけではなく図
書関係・清掃・自主事業補助など様々な業務を担当できる
よう経費節減に努めています。 ・消耗品費の削減のた
め裏紙の再利用やコピー用紙、消耗品のストックを減らし、
必要最低減の購入に努めています。
・光熱費の削減
のため、冷暖房を一定の温度設定で管理し、全館点灯は
必要な部分点灯に抑え、開館５分前に点灯するよう時間
設定を変更しています。長時間使用する箇所からLED化 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
を徐々に進めています。
・不必要な電気、空調、節電 （200字以内）＞
節水を利用者に呼びかけ協力していただくようにしていま
す。
・環境美化については、外注に頼らず、庭の草取
り、植栽の植え付けなど職員が行うようにしています。
役員より提案された体育室の照明のLED化を一昨年区に
要望し、12月に実施される運びとなりました。長期にわたり
提案し続けることにより大きく経費削減ができることになりま
した。ほかに、温水ボイラーの運転時間を変更することで
光熱費の削減が実現できています。

（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）＞
電気使用量の削減、ゴミ回収回数の削減、ボランティアの自主事業への関わりの強化などを28年度の目標として掲げ
て実行に向けて進めています。
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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）＞
資料（29年事業計画書）、ヒアリング
＜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）＞
区より早目の修繕の実施を提案されており、小修繕の予算を増やして計画的に実施を進めています。

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）＞
資料（29年事業計画書）、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）＞
課題や目標その進捗が協議され「平成28年度事業報告書」が作成されていることが確認できます。その課題や目標が
「平成29年度事業計画」に反映され日常の施設運営が行われています。
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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）＞
資料（28年度事業報告書）、ヒアリング

スタッフミーティングや研修の折にデータ(特に入館者、部
屋稼働率、図書の貸し出し状況、光熱費)を用いて全員が
センターの運営に共通認識を持つように行っています。ま
た、ごみの分別をしっかり理解し、無駄を減らすようにして
います。自主事業に関しては、利用者の声を大切にし受
付での利用者の生の声や要望を全て吸い上げるようにし、
利用者の声に応えるように努力しています。利用者増につ
ながる自主事業を開催し、利用者の定着化を図っていま
す。利用者にいろいろな事業のお知らせを配布、回覧や
ポスターの魅力あるデザインを掲載するように工夫してい
ます。自主事業開催後のアンケートを取り参加者の感想
や希望を聞き取るようにして次の自主事業へ活かしていま
す。また、消耗品の在庫管理を毎月行い使用量をチェック
しています。利用料は前年度比６％、入館者２％、光熱費
削減努力１０％と数値化することでより認識を明確化してい
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）＞

＜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）＞
利用者会議、自主事業ごとの反省会、ご意見箱などから
寄せられる利用者の意見・要望抽出して整理され課題や
目標が設定されています。その対処に対する進捗は地区
センター委員会で「平成28年事業報告書」に記録され報
告されています。「平成29年度事業計画書」には、継続さ
れる課題や目標が掲載され、粘り強く施設運営を改善する
職員の姿勢が感じられます。

（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）＞
当施設は地域の連合が運営の主体であるため、イベント関係の運営などのボランティアに地域の方々が非常に協力
的である。事業を行うにあたり利用者の積極的な意見により、どの任意団体へ声を掛けるとイベントがスムーズに実施
されるかなどの情報提供もありイベントが活発に開催されて集客も高いと感じます。
＜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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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
して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
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）＞

区役所の重点目標や住民への働き掛けに協力していま
す。例えば、区主催の緑化事業での緑のカーテンをセン
ターの庭でゴーヤを育成し、区民への宣伝・ピ－ア－ル協
力。横浜市緑化事業では、プランターを預かり花を育てる
こと、区役所の読書の推進運動では、地区センターの図
書貸出をテーマとした事業にセンターの状況を紹介掲載、
ゴミ減量事業・エネルギーカルテ調査、災害時施設利用に ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
関する協力、レジオネラ防止対策事業、泉区吊るし雛飾り （200字以内）＞
出展会場として協力。
図書の貸出では、区の読書推進運動と連携して小学生の
夏休み時期の本の貸出にポイント制度を導入し、更に10
月からはホームページを活用した貸出受付システムを稼
働しています。独自の工夫は貸出件数の増加に結び付
き、４００件の貸出実績を得ています。

＜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）＞
ヒアリング、資料（ホームページ）
＜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）＞
指定管理者となっている「特定非営利活動法人 泉南会」
は下和泉地区連合町内会・富士見が丘連合自治会およ
地域の自治会や町内会の活動の情報を掲示やチラシ配 び和泉中央連合自治会の一部を母体とした地域住民を中
布の協力。自治会が行う地域の住民要望目安箱の常設協 心に組織されたボランティア団体であるため、「地域力を
力。区スポーツ推進委員・青少年指導員による子供の居 生かしたコミニケション」をスローガンとした自主事業が積
場所づくりに場所の協力。区が承認した健康づくりの団体 極的に実施されています。本年度は地域住民の幅広い年
や障害者団体に部屋予約優先利用として協力。区の福祉 齢層に対応する15の自主事業が開催されています。
活動赤い羽根共同募金に協力。センター独自のコンサー
ト収益金を九州北部豪雨災害の被災地復興のために全 ＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述し
額寄附するなど地域と一緒に社会貢献事業も行っていま て下さい。（200字以内）＞
す。
以前の第三者評価で評価機関から「中庭のスペースを有
効利用したほうが良い。」との提案を受け、併設しているケ
アプラザと協議して施設の改善目標に「中庭の緑化」を毎
年挙げて、継続して市の緑化事業に応募していますが実
現できていません。職員全員で中庭の有効活用を再討議
して新たな有効活用案を立案し、区と話し合いをされること
が良いと感じられます。花壇ボランティアの活動、職員と業
者の草刈りが行われています。
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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

評価シートチェック項目一覧
大項目

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

中項目

（
２
）
地
区
セ
ン
タ
ー
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 レ 開催している
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
開催していない
開催しているか？

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

（
１
）
利
用
者
会
議

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

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？

開催していない
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

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？

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？

0
レ 開催している

レ 課題を抽出している

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？

（
３
）
意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

0

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

（
２
）
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
実
施
・
対
応

評価機関 チェック

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

②利用者が苦情や意見を述 レ 設置している
べやすいよう、窓口（ご意見
箱の設置、ホームページでの
設置していない
受付等）を設置しているか？

レ 設置している
設置していない

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

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 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

評価シートチェック項目一覧
大項目

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

中項目

（
４
）
公
正
か
つ
公
平
な
施
設
利
用

（
５
事）
業
自
主
出（
し６
、）
管
購図
理
入書
及の
び貸

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？

③窓口では利用者が「利用
要綱」を閲覧できるか？

レ 備えている

レ 備えている

備えていない

備えていない

レ 閲覧できる

レ 閲覧できる

閲覧できない

閲覧できない

④申請受付に当たっては、先 レ 行っている
着順や抽選など、公平な方
法により行っているか？
行っていない
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）
①世代等を網羅した自主事
業を提供しているか？

レ 行っている
行っていない

レ 全ての職員に実施している

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

（
２
）
備
品
管
理
業
務
（
３
管）
理
施
業
設
務
衛
生

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 年齢や性別が網羅できている

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

（
３
）
事
故
防
止
業
務

年齢や性別が網羅できていない

②事業計画書等のとおり、事 レ 実施している
業を実施しているか？
実施していない

レ 実施している
実施していない

レ 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？

①協定書等のとおり建物・設
備を管理しているか？

②協定書等のとおり清掃業
務を実施しているか？
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？

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
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
レ
管理している
管理している
協定書等のとおり管理していない

レ

協定書等のとおり管理していない

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
レ
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

レ ある

レ ある

ない

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？

レ 揃っている

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？

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

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？

レ 揃っている

揃っていない

揃っていない

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
0

レ 作成している

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

（
２
）
防
犯
業
務

レ 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

不備の数
対（
応１
整 の）
備仕緊
組急
み時

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

（
づ１
く）
業協
務定
の書
遂等
行に
基

評価機関 チェック

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？
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？
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？
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）

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
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
レ
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

レ 定期的に行っている

レ 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

レ チェックしている

レ 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

レ 全ての職員に実施している

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

2/3

地区センター

評価シートチェック項目一覧
大項目

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

中項目

（
４
）
業
事
務
故
対
応
（
５
）
防
災
業
務

指定管理者 チェック

評価項目
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？

レ 全ての職員に実施している

（
２
）
職
員
の
る
資
た
質
め
向
の
上
取
・
組
情
報
共
有
を
図

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 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

レ 評価対象施設であり、作成している
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？

①協定書等で定めた職員体
制を実際にとっているか？

レ 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

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

不備の数

（
１
）
業
務
の
体
制

評価機関 チェック

0
レ 協定書等の職員体制をとっている

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

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 レ 協定書等のとおり開館している
ているか？
協定書等のとおり開館していない
③事業計画書・事業報告書
を公表しているか？
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）
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？
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 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

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

レ 作成しており不備がない

レ 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

レ 全ての職員に実施している

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 情報共有している

レ 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

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

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

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

（
３
）
個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

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

③個人情報の取扱いについ レ 全ての職員に実施している
て、職員に対する研修を年１
一部の職員に実施していない
回以上実施しているか？（常
勤・非常勤に関わらず）
研修を実施していない

レ 全ての職員に実施している

④個人情報の取扱いについ レ 全ての職員から取っている
て、個別に誓約書を取ってい
一部の職員から取っていない
るか？(常勤・非常勤に関わ
らず）
取っていない

レ 全ての職員から取っている

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？

レ 適切に収集している

一部の職員に実施していない
研修を実施していない

一部の職員から取っていない
取っていない

レ 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

⑥個人情報を収集した際に レ 適切に使用している
は、適切に使用しているか？
適切に使用していない
⑦個人情報の漏洩、滅失、き レ 適切な措置を講じている
損及び改ざんの防止、その
他の個人情報の適正な管理
一部適切な措置を講じていない
のために適切な措置を講じ
適切な措置を講じていない
ているか？
レ 適切に作成している
①適切な経理書類を作成し
一部適切ではない書類がある
ているか？
適切に作成していない

レ 適切に使用している
適切に使用していない
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
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
適切に作成していない

レ 役割分担を明確にしている

（
４
）
経
理
業
務

②経理と出納の相互けん制
の仕組みを設けているか？

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

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

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

（
５
）
運
営
目
標

0

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？

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

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

レ 全て対応している
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？

レ 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

③施設の課題、目標、進捗
レ 年に１回以上は協議している
について区と協議されている
協議されていない
か？
不備の数
不備の合計
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レ 年に１回以上は協議している
協議されていない
0

0

0

0

