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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。

評価機関 記述（400字以内）

指定管理者 記述（400字以内）
Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

【評価できると感じられる点】
指定管理者である「よつ葉の会」は４連合自治会が
✳「よつ葉の会」は地域の4連合自治会が立ち上げたNPO
立ち上げたＮＰＯ法人であることから、施設の管理運
法人であることから地域に密着した活動が容易であり、もみ
営、自主事業、地域のお祭りへの協力などあらゆる
じ祭りなどの自主事業、チャリティーカラオケ発表会など地
面で地域に密着した活動をしています。
域団体と地区センターが一体となって、取り組んでいます。
施設から小・中学校の行事（入学、卒業、運動会）、クリスマ
地区センター利用委員会、利用者会議において
スコンサートなどにも積極的に出席し、地域との連携を深め
利用者からの意見・要望を聞き、地区センターの運
ています、
営に反映しています。
✳泉区主催の区民施設ネットワーク会議は地域ケア、ス
ポーツセンターや区の地域振興課・区民活動支援センター
などで構成され(平成29年度は25名出席)、具体的な事業を
各施設ごとに、情報を共有し意見交換、施設間の横の繋が
利用団体や地域団体の情報発信のための館内に
りを深め、顔の見える関係づくりに取り組んでいます。
掲示板の設置などを行っています。
スタッフは全員が地元採用であり、日常的に地域
住民とのコミュニケーションを図っています。

利用者会議において、利用状況を報告し、利用者
【評価できると感じられる点】
の要望を聞き、出来る範囲で対応しています。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

✳大きな施設利用予約ボードが受付正面に掲示されてい
ご意見箱の設置及び回答の掲示により、サービス
て、2カ月先まで表示し、自主事業、団体利用、個人利用毎
向上を図っています。
に色別で分類し、仮予約・本予約と色を変え、来館者が、
予約状況を一目で分かるよう知恵を絞っています。
「よつ葉の会広報」（隔月）、新刊本案内「ぶんブッ
クちゃがま」（季刊）等によるＰＲを実施しています。
✳隔月に発行される広報誌「よつ葉」は自治会や他の団体
に回覧・掲示され、NPO向けにも配布し、幅広く広報を行っ
対応したスタッフによるサービスに差異が生じない
ています。よつ葉の会運営の当地区センターとコミュニティ
ようスタッフ相互の情報共有に努めています。
ハウス及びログハウスのスタッフが利用案内を絵(カラー)で
表現する等利用者に配慮した工夫がなされています。
地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自
主事業を企画・立案しています。中でも、地域出身
✳よつ葉の会運営4館分の新刊本案内「ぶんブックちゃが
者が講師となり地域の中学生の学習を支援する「中
ま」を四半期毎に発行、誌面の案内として本の表紙がカ
学生学習室」、地域の特性を生かした地元直売農家
ラー刷りで内容の要約が掲載されており、利用者にとって
による「野菜朝市」は地域、利用者に喜ばれていま
大いに興味を引く誌面作りになっています。自主事業やそ
す。
の他情報は区役所、子育て支援拠点、小学校等に配布・
掲示して広報に取組んでいます。
自主事業から独立した活動グループに対して適切
な支援を行っています。
【評価できると感じられる点】

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

＊日常清掃は作業スタッフが、チェックリストに基づき実施
し、玄関の窓ガラスなどは、雑巾掛けし、砂埃の汚れを取
り、トイレは職員も定期的にチェックする仕組みがあり、館内
外とも清潔で、明るい環境が維持されています。
定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な
＊毎年４月に備品の棚卸しを行い、備品の有無や破損状
施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め
態を確認の上修正し、最新の備品台帳に更新しています。
ています。
＊建築・設備に明るい職員・スタッフが複数いるため、体育
小破修繕では対応できない不具合については行
室の卓球台や貸し部屋の机の脚などの安全点検が、充分
政との情報交換共有化を図り、早期の対応を図って
にできると共に、簡単な修理は、職員がするため、早めの
います。
対応ができ、安全性の確保に繋がっています。
*２階のロビーから見渡せる屋上庭園は、芝生が綺麗に生
え、春には、芝桜が咲き誇り、夏には、ゴーヤを栽培し、緑
のカーテンとなり、暑さ対策にもなる、癒やしの空間になっ
ています。
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評価機関 記述（400字以内）

指定管理者 記述（400字以内）

【評価できると感じられる点】
*分かりやすく書かれた防災マニュアルは、事故・火災・地
震発生時の対応が、一冊に編集され、全職員に配布され、
活用されています。この防災マニュアルは、毎年４月に見
直され、改訂され、いつの現状に対応したマニュアルに
なっています。

Ⅳ
．
緊 消防計画・防災マニュアルの作成、緊急時電話番 ＊防犯については、館周囲の従来の監視カメラが平成２７
年に高性能なカメラに取り替えると共にモニターも更新し、
急 号等の事務室掲示、全職員・スタッフが参加する研 見やすい場所に設置し直し、防犯に備えています。
時 修等により緊急時の体制を整えています。
対
*年２回行われている防災訓練のうち、１回は、よつ葉の会
が運営する４事業所が、この施設に集り、合同で、泉消防
応

署の指導の下、AED取扱い・心肺蘇生法の研修が、実施さ
れ、いつでも職員が、対処できるよう準備しています。館内
には、災害時対応型の飲料ベンダーが１台設置されていま
す。

【評価されると感じられる点】

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

＊受付スタッフ用として常備されているマニュアルは、写真
等も活用したわかりやすい構成となっており、新人職員にも
すぐに理解できるように工夫されています。
「コミュニティスタッフ業務要領」により、スタッフによ
る統一的で良好なサービスを確保しています。
「コミュニティ・スタッフ業務日誌」により、スタッフの
円滑な引継と情報の共有化を図っています。
「事務日誌」により、事務室職員の円滑な引継と情
報の共有化を図っています。
経理事務は、主任1名と専門スタッフ1名で役割分
担し、適正な執行が出来る体制としています。

＊職員の意欲に応じて外部研修に参加できる仕組みがあ
り、16㎜映写技術講習会にスタッフが参加し、映写するた
めの資格を取得した結果、自主事業に幅を持たせることに
なりました。
＊「保管文書分類基準」を定めており、組織として「重要な
文書」を明確化し、その取扱いを職員が的確に行えるように
しています。
＊専門資格や技術を持つ職員等により外部発注の見積審
査が的確に行えるとともに、修繕等についても直営施工す
ることにより、経費節減につなげています。部屋によっては
個別空調を導入したり、体育室をLED化する等節電にも留
意しています。

【評価できると感じられる点】
＊運営法人の元々の母体が自治会であることも有り、区の
各種施策に対する協力体制や地区に根ざした活動の展開
は積極的に行われています。
＊区と共同開催した生活習慣改善講座のほか、区および
Ⅵ
地域による青少年の居場所づくりや子育て支援相談事業
「よつ葉の会」は４連合自治会が立ち上げたＮＰＯ
．
法人であることを強みとして、地域と密着した施設運 への協力などが実際に行われており、継続的に活動を行う
そ 営や自主事業の企画立案などを行っています。
ことができています。
の
他
＊地域の農家とタイアップして、定期的に野菜朝市を開催
するなど特色ある自主事業が実施されているが、この朝市
にしても子育て支援の事業がある日に合わせ、地域の子育
て親子と地域の農家が繋がるような工夫をしています。集
客的な部分だけでなく、地域の中のあまり交流のない人が
繋がり、より地域が住みやすく愛着が持てるようにも取り組
まれており、今後の継続的な展開が期待されます。

3

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）＞
指定管理者であるよつ葉の会は４連合自治会が立ち上げ
たＮＰＯ法人であることから、施設の管理運営、自主事業、
地域のお祭りへの協力などあらゆる面で地域に密着した活
動をしています。

施設広報誌「よつ葉」、もみじ祭りのチラシ、区民施設ネット
ワーク会議議事録
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

具体的には、よつ葉の会総会・理事会での予算・決算、
事業報告、事業計画等の説明・承認、よつ葉の会広報紙の
地域への配付、よつ葉の会ホームページによる施設案内
や自主事業の周知などを行っています。
また、チャリティカラオケ発表会、もみじ祭りなどの自主事
業では、実行委員会を開催し、地域団体と地区センターが
一体となり取り組んでいます。
＜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）＞

泉区が主催する区民施設ネットワーク会議に出席し、管理
＊よつ葉の会は、地域の4連合自治会が立ち上げたNPO
運営に関して情報交換しています。
法人であることから、地域に密着した活動が容易であり、も
みじ祭りなどの自主事業、チャリティーカラオケ発表会など
スタッフは全員が地元採用であり、日常的に地域住民と 地域団体と地区センターが一体となってが取り組むことが
のコミュニケーションを図っています。ご意見箱の設置及び できています。
回答の掲示、利用団体や地域団体の情報発信のための掲 ＊泉区主催の区民施設ネットワーク会議を通して具体的な
事業を各施設ごとに情報を共有し意見交換、施設間の横
示板の設置などを行っています。
の繋がりを深め顔の見える関係づくりに取り組んでいます。

（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）＞
地区センター利用委員会は年一回開催し、構成委員は利用団体から選任されている。
議事録は希望者に配布できることを館内掲示によって周知している。
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②地区センター委員会等からサービスに係る課題を抽出しているか？
※地区センター委員会等で挙げられた意見等の中から課題を抽出しているかを確認する。
※①で開催していないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
課題を抽出している
課題を抽出している
課題を抽出していない

課題を抽出していない

特に課題がない

特に課題がない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
地区センター委員会議事録、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）＞

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）＞
地区センター委員会議事録、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）＞
和室用の椅子の設置、クロゼットのコート掛け等の要望には、迅速に対応し実施しています。体育室照明灯が立消えす
る意見が出され、照明器具等の経年劣化もあり区の担当課に折衝した結果、ＬＥＤ灯化の予算が取れ、明るく快適な環
境を利用者に提供することが出来ています。

（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）＞
地区センター近隣４連合自治会・町内会役員が指定管理者であるＮＰＯ法人よつ葉の会の役員となっています。また、
職員・スタッフは近隣からの採用者が多く、地域及び地域住民と密接に連携して運営ができています。地域の方による
受付生花の定期的な交換、寄贈を受けた雛人形・五月人形を季節に合わせて展示するなど、地域住民とは密接に繋
がっています。
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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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）＞
平成29年1月の利用者会議では囲碁クラブ・少林寺・グリーンダンス等の利用団体から総勢45名の出席があり、アンケー
ト結果から抽出されたテーマ(施設の部屋利用の工夫・改善等)などについて活発な話し合いがなされています。

②利用者会議からサービスに係る課題を抽出しているか？
※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）＞
平成28年度利用者会議議事録(質問・回答事項）、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）＞
利用者会議に先立ち、現行の利用のルールに関してアンケート調査を実施し、利用の公平性、利便性がルールにより
担保されているかどうかを確認しています。また、会議では質疑応答により意見を聴取し、改善意見でその場で合意が
取れたものは直ちに改善しています。
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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）＞
利用者会議議事録（質問・回答事項）、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）＞
アンケート結果、質疑応答があった事項の回答は館内掲示し来館者に公開しています。

（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

毎年度末に実施、平成28年度は129団体に向け実施
＜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）＞
利用者会議開催に際してのアンケートをタイムリーに実施しています。「あなたの声」（投函方式）の実施。図書アンケート
の実施。現在参加可能団体をその種目内容により一覧にした紙面を利用し、さらに希望する種目内容等を記入すること
により、利用者ニーズのある自主事業の企画等の参考にしています。
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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）＞
利用者アンケート実施結果集計表
＜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）＞
「あなたの声」等による利用者意見へ適切に対応し、運営改善の参考にしています。回答を館内掲示し公開していま
す。

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
対応策を実施している

評価機関 チェック
対応策を実施している

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）＞
利用者アンケート実施結果集計表、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）＞
利用者会議の事前アンケートの集計結果及び質疑応答内容について、職員・スタッフ会議で確認し情報共有していま
す。
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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）＞
館内掲示
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（３）意見・苦情の受付・対応
①ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供しているか？
※ポスターの掲示やちらしの配布、ホームページなどでの情報提供について、目視により確認する。なお、指定管理者
名や期間が情報提供されていない場合があれば、一部不備と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
情報提供している
情報提供している
情報提供しているが、一部不備がある

情報提供しているが、一部不備がある

情報提供していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
指定管理者名・指定管理期間について館内外に適切に表示されています。
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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）＞
ご意見箱「あなたの声」が館内入口に設置されています。
＜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）＞

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）＞
館内の掲示にて確認
＜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）＞
苦情等に対する対応手順が一覧表に整理されています。

④苦情解決の仕組みを利用者等に周知しているか？
※館内掲示やちらしの配布、ホームページの活用等の状況を確認する。
指定管理者 チェック
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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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⑤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）＞
スタッフの引継ぎの際は、職員・スタッフの引継ぎを必ず実施しています。受付で受けた苦情については、コミュニティス
タッフ日誌に記載（解決策が確定していれば含めて。簡易なものは口頭による。）し引継ぎを実施しています。
⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※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）＞
コミスタ連絡業務日誌、
＜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）＞
職員は隔週勤務のため前任者が懸案の課題(意見・要望)を業務連絡日誌で確認出来るよう工夫し、情報の共有が確実
に出来ています。音楽室利用者から冷房切り替え前（館内は集中冷暖房方式）の部屋の蒸し暑さについて苦情があっ
たことから、関係機関と協議し当該時期に利用するための壁掛けタイプのエアコンを設置しました。
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）＞
館内掲示
＜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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（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）に関する情報
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。（400
さい。（50字以内）＞
字以内）＞
広報誌「よつ葉」、館内の予約状況掲載ボード、各種パンフ
レット及びチラシ類、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）＞

区役所ホームページへの施設案内や予約状況の掲載、
よつ葉の会ホームページでの独自の施設案内や利用方法
に関する広報、受付でのパンフレット、チラシの配布、予約
状況の掲示（ボードに２月先まで色別表示）など、幅広く情
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
報提供しています。
（200字以内）＞
＊予約ボードに2カ月先まで表示し、自主事業、団体利
用、個人利用毎に識別し、仮予約は黄色、本予約は青に
変え、予約状況が一目で分かる様工夫されています。
＊広報誌「よつ葉」は自治会(52）や他の団体に1,007件回
覧、185件掲示、NPO向けに67件と幅広く広報を行っていま
す。よつ葉の会運営の当施設含め4館のコミハスタッフが各
種利用案内を絵(カラー)で表現するなど工夫をしていま
す。

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

評価機関 チェック
備えている

備えていない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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③窓口では利用者が「利用要綱」を閲覧できるか？
※要望があればすぐに閲覧できるようになっているか確認する。
指定管理者 チェック
閲覧できる
閲覧できる

評価機関 チェック

閲覧できない

閲覧できない
評価機関 記述
＜閲覧できない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
利用案内の中に、利用要綱を含んでおり、かつ、事務室にいつでも閲覧できるように壁に吊り下げています。

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）＞
館内に申し込み状況を掲示、ヒアリング
＜行っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
利用月の２月前の月初から来館での事前仮申し込みを実施。一定期間申し込みを受け付け締め切り後、競合があった
場合は抽選により利用を決定しています。事前仮申し込みで常に申し込みが重複する音楽室、体育室については遅く
来た人の申込枠が無くなることがないよう、申し込み順を抽選により決定しています。利用者に不利益が生じないよう公
平に行われています。
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（平成29年9月4日 人権研修→障がい者差別解消法「合理的配慮」を知ってますか。）
＜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）＞
より理解度を深めるため視覚に訴える映像（ＤＶＤやビデオ）を使用して研修効果を上げています。
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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）＞
平成28年度自主事業報告書、平成29年度（上半期）事業報告書、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）＞
平成２８年度は子育て支援(親子リトミック等)、青少年健全育成支援(書道・工作、学習室や16ミリ映写等)、生涯学習支
援(そば打ち、ヨガや骨盤体操）、恒例事業(もみじ祭り)の４区分で29件の自主事業を実施しました。性別にとらわれず、
あらゆる世代を網羅した多彩な自主事業を展開しています。２事業が其の後好評を博し、サークルとして立ち上がってい
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）＞
事業計画３２事業中、参加者少数のため中止３事業（よもぎ団子、初めての書道、こども囲碁）、その他5事業はお客さま
ニーズ等を考慮して計画内容を変更し実施しました。実施中止の理由は参加者不足でありやむを得ない事情と思われ
ます。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
地場の野菜生産農家が多い地域の特色を生かし、泉区役所の野菜等の直売農家支援策にも協力し近隣農家と契約し
て朝採れ野菜を販売する野菜朝市を実施しており、地域住民の方々には新鮮な野菜が安価で手に入るとして大変喜ば
れています。青少年健全育成支援事業として「中学生学習室」を10年以上継続し地域の子どもたちの学習支援をしてい
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）＞
希望図書アンケート用紙、NPOよつ葉図書室だより（ぶんブックちゃがま）
＜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）＞
希望者アンケートを設置し利用者から幅広く希望・要望を募っています。図書コーナーに壁面を利用して児童コーナー
を設け、児童向け新刊本の展示や児童向けのイベントの案内をしています。また、地域の小学校、幼稚園のＰＲコー
ナーとしても解放しています。図書室には約8,000冊の蔵書があり、年間20万円の予算で新刊を購入。貸出数は過去3
年平均4千～5千冊に上り利用率の高さが窺えます。

（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）＞
広報誌「よつ葉」、新刊本案内「ぶんブックちゃがま」、利用
申込日程、「あなたの声」、各所利用案内
＜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）＞

独自の広報誌の広報「よつ葉」、新刊本案内「ぶんブック
ちゃがま」を作成・配布、Ｈｐアップ。また、「よつ葉の会」Ｈ
ｐ、市Ｈｐで随時、自主事業等の案内をアップしています。
広報「よつ葉｝は自治会・町内会へ各戸回覧及び掲示板掲
示。「ぶんブックちゃがま」は同じく掲示板掲示。このほか、
区役所、地域子育て支援拠点、図書館へ掲示。自主事業 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
については随時Ｈｐにアップするとともに近隣小学校、公共 （200字以内）＞
施設にチラシ配布やポスター掲示を行っています。
広報誌「よつ葉」を隔月発行、よつ葉の会運営4館分まとめ
た新刊本案内「ぶんブックちゃがま」を四半期毎に発行し、
新着・お薦め・人気本が他の各館と併せ紹介されていま
す。誌面の案内として本の表紙がカラー刷りで内容がダイ
ジェストで掲載されており、利用者にとって大いに興味を引
く誌面作りと思います。自主事業やその他各種情報は区役
所、子育て支援拠点、近隣小学校等に配布・掲示して広報
に取組んでいます。
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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・言葉づ
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
かい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組内容
（200字以内）＞
について記述して下さい。（400字以内）＞

「笑顔」と「元気な挨拶」をスタッフ全員に徹底しています。
この標語を館内掲示しています。施設内での来館者との挨
拶・目礼、窓口・電話応対での分かりやすい説明、言葉づ ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
かい、迅速な対応・身だしなみ等については、コミュニティ （200字以内）＞
スタッフ業務要領でスタッフの自覚を指導するとともにスタッ
フ会議で接遇研修を実施しています。
施設のモットーである「笑顔」と「元気な挨拶」を常に意識す
ることを目的にこの標語を館内に掲示しています。
「コミュニティスタッフ業務要領」(利用案内、各室の事前申
し込み方法など11項目に亘る接遇マニュアルが記載されて
いる）をスタッフ全員が所持し、新人研修用としても活用し
ています。

（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）＞

「よつ葉の会」総会・理事会、「利用委員会」、「利用者会
議」で、利用実績等の報告を行い、ご意見をいただいてい
ます。アンケートでの意見、「あなたの声」（ご意見箱）でご
意見等ををいただいた場合は、処理手順に従い検討し、必
要な対策を実施しています。
「あなたの声」など文書による苦情・要望以外にも受付ス
タッフに直接話される場合があります。直ちに解決ができな
い事項は、当番スタッフの引継ぎ事項とし、その間に必要
な対策を検討します。
今後とも迅速かつ誠実にご意見、苦情に対応してまいりま
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）＞
入館者数はここ2年間平均約85,000人に上っております。
稼働率の低い和室はヨガや楽器利用など利用範囲を拡大
し、料理室ではみそ作り、圧力鍋教室などの自主事業を企
画しバランスの取れた利用者サービスを目指しています。
65歳以上の利用率は20～25％と高齢者の利用が益々増
えていくことは必至であり、生涯学習や健康関連の企画を
更に充実させるべくサービス内容を検討中であります。
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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）＞
利用者からの意見・苦情は「あなたの声(ご意見箱）」や利用者会議などから広く吸い上げております、立ち消えが多いと
苦情が多かった体育室照明灯（水銀灯）をLED灯に、また音楽室の個別エアコン設置・二重床に変更するなど泉区と交
渉した結果29年度にそれぞれ実現することが出来ました。その他男女更衣室に大型扇風機を施設独自の判断で設置
するなど利用者の要望には惜しまず迅速に対応しています。
＜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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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）＞
職員に１級建築士、スタッフにも設備等に明るい人材が在職していることから、内容によっては外注によらず内部での修
繕等を迅速に実施することができます。同様に外注の場合も見積審査が可能で適切な指示と経費の節減が図られてい
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）＞
日常清掃は、作業スタッフがチェックリスト（作業日報）に基づき実施し、職員が確認しています。周囲に建物がなく、風
の影響が強く窓ガラスが汚れやすいため、玄関ドアのガラスは、雑巾掛けしています。トイレについては、汚れが出れば
都度掃除しますが、夜間帯の職員が定期チェックしています。毎月の定期清掃は業者委託し、終了後は職員による確
認し、不備があればその場で指摘しています。
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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）＞
現在、当施設には指定管理者所有の備品はありません。市所有の備品台帳は、毎年4月にすべての備品の点検を実施
し、備品の有無、破損状況等を確認し、その結果を備品台帳に反映させ、年度毎に、備品台帳を作成しています。

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）＞

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）＞
各部屋の机や椅子の安全性のチェックは、部屋使用後の点検で確認します。机の脚についているキャスターの不具合
を見つけた場合には。すぐ職員が取り替えしています。器具の不具合が事故につながる体育室では、卓球台について
は利用開始の15分前までには、安全性を確認しています。定期的に、全台業者委託による点検修理を行っています。
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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）＞
各部屋にはごみ箱がなくごみは利用者の持ち帰りが徹底されています。飲料水自動販売機は専用のごみ箱があり、ベ
ンダーにより速やかに回収されています。飲料水以外のごみ（紙ごみ等）が投棄されていた専用ごみ箱をスタッフの目に
付きやすい事務室入口に場所を変え、清潔な管理に取組んでいます。

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）＞
ゴミは、横浜市の分別基準に則り適切に分別し、事務室内で保管しています。排出は、市のルート回収を利用していま
すが、ゴミ回収者が玄関に到着時、事務室から持ち出し、外での保管はしません。ゴミの排出準備はスタッフが行います
が、マニフェストの記入内容のチェック及び分別が適正かどうかを職員がチェックしています。
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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つ ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
いて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
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）＞
施設・設備・外構・水周り等については、日常点検で不具
合が認められた場合は、職員、スタッフまたは専門業者へ
依頼して修理をしています。また、専門業者の定期点検で
不具合が発見された場合は、区役所と協議し適切な修繕
工事を実施しています。
清掃は、作業担当のスタッフが毎日行い、床清掃、窓清
掃は定期的に専門業者に委託して実施しています。
植栽、草刈りは、委託により造園業者が定期的に行って ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
います。
以上の点から利用者からはトイレが清潔である、他館より
＊清掃は、作業専門のスタッフが毎日、実施し、床掃除・窓
明るく気持ちが良いと喜ばれています。
掃除も定期的に専門業者に委託し、実施されています。館
内は清潔な状態が保持されています。
＊２階から見渡せる屋上庭園は、芝生が綺麗に生え、春に
は芝桜が咲き誇る癒やしの空間になっています。夏には、
ゴーヤによるみどりのカーテンも栽培され、暑さ対策にも
なっています。

（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）＞
建築、設備に明るい職員、スタッフがいるため不具合が生じた場合に必要な対応を迅速にとることができます。
＜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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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）＞
防災マニュアルとして「事故発生時」、「火災発生時」、「地震発生時」の対応を１冊に編集し全スタッフに配布され、活用
されています。

（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）＞
施設内は機械警備がされています。年末・年始の長期休館時は職員が交替で、毎日外周点検を実施しています。平成
27年度に館周囲の8台の監視カメラを高性能のものに取り替えるとともにモニターも更新し、その設置場所を監視が容易
な場所に変更しています。また、防犯カメラの取り扱い者を市のガイドラインに則り、定めています。
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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）＞
現場確認
＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
鍵の保管者は一覧表になっていて、変更があった場合は更新されています。

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）＞
時間帯ごとにチェック項目が定められたチェックリストにより館内定期巡回等が行われています。
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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）＞
安全性やサービス内容等のチェックのため、時間帯別にチェックリストが作成され、チェック項目に従って巡視等がされ
漏れが発生しないようにされています。

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）＞
テーマ：事故防止のため、施設・設備の安全性、サービス性向上の改善事例 対象者：全職員
＜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）＞
館内防災機器取扱確認、消火訓練、AED操作研修、ノロウィルス対応研修を全職員・スタッフが参加して実施していま
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）＞
テーマ：AED操作研修・心肺蘇生訓練 対象者：全職員
＜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）＞
AED操作研修・心臓マッサージ訓練を泉消防署職員を講師にして全職員・フタッフに対して定期的に実施しています。

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
緊急時連絡電話番号として事務室内掲示しています。また全員配布の防災マニュアルにも緊急時連絡表として記載さ
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）＞
「事故」、「火災」、「地震等災害｝について１冊のマニュアルとして整備され、全職員・スタッフに配布されています。

②消防計画に基づき、避難訓練を実施しているか？
※訓練の実施記録により確認する。
指定管理者 チェック
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）＞
消防用設備点検業者を講師にして防災機器の取扱説明、消火訓練を休館日に合わせて年１回実施しています。

（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）＞

＜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）＞

②協定書等のとおりに開館しているか？
※記録により確認する。業務日誌等に記載している開館時間・閉館時間を確認すること。なお、基本時間外の開館を横
浜市に提案している場合は、そのとおり実行されているかどうかについても漏らさず確認する。
※指定管理者の責に拠らない場合の休館に関しては評価対象とせず、協定書等のとおり開館していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③事業計画書・事業報告書を公表しているか？
※館内で公表しているかどうかを確認する。希望者のみに閲覧させている場合、事業計画書や事業報告書を閲覧でき
る旨をポスター等で周知していれば、公表していると判断する。
※ホームページでも公表している場合は、評価できると感じられる点として記載する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
公表している
公表している
公表していない

公表していない
評価機関 記述

＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞
館内に掲示で閲覧できる旨を案内。泉区ホームページ（事業計画書、事業報告書、業務点検報告書、収支決算書）で
も公表しています。
＜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）＞
施設内で実施される全職員対象の研修計画については、「平成29年度 研修計画・実施報告」が作成されており、研修
実施後に本紙に実施内容を記載する仕組みとなっています。ただし、本紙には、「実施目的」「研修内容」の記載がな
い。研修名や毎年同様の研修を行うことから内容等については概ね把握できることから記載がないことが推察されます。
＜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）＞

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（研修計画・研修資料）・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）＞
全職員：AED操作研修・個人情報保護・人権
新採用スタッフ：スタッフ業務概要理解
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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③職員が研修に参加しやすい環境を整えているか？（常勤、非常勤に関わらず）
※研修費用の支援（一部・全額負担等）、研修受講を勤務時間として認知、各種研修情報の周知を行っている等、意欲
のある職員が研修や勉強会に参加しやすい環境を整えているかを確認する。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
資料（研修資料・勤務シフト）・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）＞

研修は勤務時間とし、交通費、受講費を支給しています。
業務に関連する市の研修に参加できるよう情報提供してい
ます。28年度に横浜市視聴覚センターが主催する16㎜映
写技術講習会受講をスタッフに啓蒙し１名が参加し資格を
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
取得しました。自主事業の開催に役立てています。
（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
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（研修資料・職員会議）・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）＞
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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）＞
受付スタッフ用として受付に常備され活用されています。内容については、写真等を載せるなど、わかりやすさを考えた
構成となっており、新人職員にもすぐに理解できるように工夫されています.

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（コミュニティスタッフ連絡日誌）・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）＞

日常的にコミュニティスタッフ連絡日誌により各時間帯別
スタッフ間の情報共有を徹底しています。また、職員も情報
を共有しています。スタッフの交代時間には職員を含めて
口頭による引継ぎを必ず実施しています。
全員参加のスタッフ会議を２カ月に１回実施し、業務打合
せ、課題検討、情報共有等を行っています。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
自主事業の担当者による少人数のミーティングを時間内 （200字以内）＞
に随時行い、業務打合、情報共有を行っています。
職員一人ひとりの意欲に応じて、様々な外部の研修に参加
できる仕組みがあり、昨年度、横浜市視聴覚センターが主
催する16㎜映写技術講習会にスタッフが１名参加し、映写
するための資格を取得しました。研修で得た資格や技術
は、今年度の自主事業の開催内容に反映されており、研修
を通じて職員が獲得した技術が本人の成長だけでなく、館
の運営に幅を持たせる効果を生み出しています。

30

（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）＞
個人情報保護のため、よつ葉の会としてホームページに方針を掲載するとともに、個人情報の取り扱いに関するマニュ
アルを整備しています。

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）＞

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）＞
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④個人情報の取扱いについて、個別に誓約書を取っているか？(常勤・非常勤に関わらず）
※非常勤も含むすべての職員の分があるかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員から取っている
全ての職員から取っている
一部の職員から取っていない

一部の職員から取っていない

取っていない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

⑤個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な手段で収集しているか？
※使用目的が明示されており、かつ、収集した個人情報の使用目的が明確に説明できることがヒアリングにより確認でき
た場合に、適切に収集していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に収集している
適切に収集している
適切に収集していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？
※個人情報を収集する際に、目的外に使用しないことが明記されており、かつ、収集した個人情報を目的以外に使用し
ていないことがヒアリングで確認できた場合に、適切に使用していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に使用している
適切に使用している
適切に使用していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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⑦個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために適切な措置を講じてい
るか？
※個人情報を適正に管理するため、離席時のコンピュータのロック、コンピュータや個人情報の含まれた書類等の施錠
保管、不要な情報の廃棄、書類廃棄の際のシュレッダー利用、コンピュータ内の個人情報ファイルへのパスワードの設
定等を行っているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切な措置を講じている
適切な措置を講じている
一部適切な措置を講じていない

一部適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認（PC、シュレッダー、書類保管庫）、資料（文書分類基準）
＜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）＞
保管文書の取扱いについては、「保管文書分類基準」を定めており、文書の種類毎、重要度別に保管期間が厳格に決
められています。組織として「重要な文書」を明確化し、その取扱いを職員が迷わず間違えずに行えるようにしています。

（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）＞
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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（よつばの会経理規程）・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）＞

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（よつ葉の会経理規程、会計伝票、科目別明細）
＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

④収支決算書に記載されている費目に関し、伝票が存在するか？
※当日、ランダムで全費目から 3 項目をピックアップし、伝票の存在を確認する。
なお、法人等の本部等で管理されている場合でも、コピー等により必ず伝票を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
存在する
存在する
存在しない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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）

⑤通帳や印鑑等を適切に管理しているか？
※通帳と印鑑等の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

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・資料（経理規程・現金等管理規定）・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）＞

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（決算報告書（仮）・科目別明細・会計伝票）・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）＞
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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）＞
現場確認（体育室LED化工事・音楽室の空調設備・男女更
衣室に扇風機設置）・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）＞

職員に１級建築士、スタッフにも施設・設備関係に明るい
人材が在職していることから外部発注の場合の見積審査、
一部修繕等の直営施工を実施し、経費節減に努めていま
す。照明、空調の節電を徹底しています。メモ用紙、FAX印
刷用紙など、裏紙使用を励行しています。館長は４館兼任 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
で人件費削減に努めています。
（200字以内）＞
１級建築士の資格を持つ職員や施設・設備関係に詳しいス
タッフが在職していることから外部発注の場合の見積審査
も的確に行え、一部修繕等についてもの直営施工を実施
することにより、経費節減につなげることができています。ま
た、部屋によっては個別に空調ができるようにしたり、体育
室をLED化するなど節電が図れるように取り組まれていま
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）＞
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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（業務点検報告書）
＜未対応の項目がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

協議されていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料確認（業務点検ヒアリングシート）・ヒアリング
＜協議されていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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④その他運営目標を適切に設定し、振り返りがなされているか？
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜目標設定及び自己評価における取組み方や職員への
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
周知・共有について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
資料、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）＞

事業計画書に定めた各目標が達成できるよう業務に取り
組んでいます。サービス向上の取り組みではスタッフ全員
が魅力ある自主事業の企画・立案・実施に係っています。
また、経費の節減等の取り組みでは利用者サービスを確保
しつつ経費節減を図っていくことがスタッフ会議や日常の ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
業務運営をとおして全職員・スタッフに徹底されています。 （200字以内）＞

（６）組織運営及び体制全般（その他）
評価機関 記述
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

評価機関 記述

＜①市・区の施策としての事業協力の取組について記述し ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
て下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
資料（資料（コミュニティスタッフ連絡日誌・各種事業記録）・
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）＞

泉区の平成29年度運営方針にあります次世代の担い手
づくり、健康と福祉のまちづくり、区の地域特性と環境に配
慮したまちづくりに協力して、子育て支援、青少年健全育
成支援、高齢者健康増進支援、生涯学習支援の分野で
様々な自主事業に取り組んでいます。中学生学習室、直
売農家による野菜朝市など特色ある自主事業が実施され ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
ています。
＊運営法人の元々の母体が自治会であることも有り、区の
各種施策に対する協力体制や地区に根ざした活動の展開
は積極的に行われています。
＊区と共同開催した生活習慣改善講座のほか、区及び地
域による青少年の居場所づくりや子育て支援相談事業へ
の協力などが実際に行われており、継続的に活動を行うこ
とができています。
＜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）＞
資料（資料（コミュニティスタッフ連絡日誌・各種事業記録）・
ヒアリング
＜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）＞
地域の農家とタイアップして、定期的に野菜朝市を開催す
るなど特色ある自主事業が実施されていますが、この朝市
にしても子育て支援の事業がある日に合わせ、地域の子育
て親子と地域の農家が繋がるような工夫をしています。集
客的な部分だけでなく、地域の中のあまり交流のない人が
繋がり、より地域が住みやすく愛着が持てるようにも取り組
まれており、今後の継続的な展開が期待されます。

「よつ葉の会」は４連合自治会が立ち上げたＮＰＯ法人
であり、地域との円滑な情報共有がなされていて、地域に
密着した施設の管理運営、自主事業の実施、地域のお祭
りなどへの協力等あらゆる面で地域に密着した活動をして ＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述し
います。
て下さい。（200字以内）＞
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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

1/3

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

作成しており不備がない

作成しているが不備がある

レ 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？

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 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

全て対応している

全て対応している

一部未対応の項目がある

一部未対応の項目がある

全て対応していない

全て対応していない

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い
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

3/3

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い
レ 年に１回以上は協議している
協議されていない
0

1

0

1

様式２

指定管理者第三者評価における改善状況等報告書
平成
横浜市

30

年

1

月

15

日

泉 区長
指定管理者 特定非営利活動法人よつ葉の会

平成29年度に実施した上飯田地区センターの第三者評価において、以下のとおり改善事項の指摘がありましたので、改善状況について報告します。
評価項目
Ⅴ．組織運営及び体制（２）職員の資
質向上・情報共有を図るための取り
組み ①職員の研修計画を作成して
いるか？（常勤・非常勤に関わらず）

指摘内容

改善状況

研修計画については、平成29年度研修計画・実施報 指摘のあった項目を網羅した平成30年度研修計画
告が作成されており、研修実施後に記載する仕組み を作成し、全員に周知した。
となっている。ただし、実施目的、研修内容の記載が
ない。

区所管課からのコメント
平成30年度研修計画に、実施目的、研修内容
の記載があることを確認しました。

