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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）

【評価できると感じられる点】

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

年間5万人弱の来館者がある、地域に密着した施
設です。近隣町内会の総会や地域団体の年間優
先予約を実施しています。また連合自治会・町内会
の情報や、地域の方々の身近な活動の情報を提供
する地域掲示板「中田広場」を設けています。この
掲示板には地域内リユースを目指す<ゆずります・
ゆずってください>のコーナーもあります。毎月発行
の「中田だより」には、講座のお知らせ・新刊本・館
の月間スケジュールなどを記載し、各町内掲示板
155か所（一部回覧板）や区役所・関連区民利用施
設に掲示しています。来館数の多い小学生、中学
生などの放課後の居場所的な役割として、小学生
向けの簡単工作<今月のおたのしみ>や中学生の
18時までの交流コーナー利用などを実施していま
す。地域のニーズにあった施設を目指すため一般
利用者、講座参加者などにアンケートの記入をお
願いし利用者の声を取り入れるよう努めています。

・近隣の連合自治会（30自治会・町内会）・中田消費生活
推進・食育アドバイザーによるヘルスメート等の地域団体
や泉区活動支援センター・踊場地域ケアプラザなどの関
連区民施設と連携し、特に共催事業に力を入れ、密接な
関係を構築し、情報交換を行っています。
・館内に設置された地域の情報掲示板「中田広場」にはリ
ユースを目的とした＜ゆずります・ゆずってください＞＜不
用品バンクカードに記入＞のコーナーを設け、品物の譲
渡は希望者間で交渉し、地域住民同士の便宜を図ってい
ます。ベビーバスやベビーカ―などが譲渡されており、有
意義な仕組みと評価できます。
・毎月発行の「中田だより」は、新刊本・自主事業の案内や
施設催事スケジュールなどを掲載し、情報を提供していま
す。155ヶ所の各町内掲示板や区役所など公共施設にも
掲示し、施設の活動を広く周知し、利用促進につなげてい
ます。

【評価できると感じられる点】

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

幅広い層の方が、自主活動や地域とのコミュニケー
ションが育まれる場所、また気軽に利用できる場所
として、サービス向上に努めています。年2回の利
用者会議やコミュニティハウス委員会で、問題点や
課題を抽出し運営に活かしています。具体的には、
お部屋の予約方法を2か月先仮予約方式に変更し
ました。また「リサイクル文庫」は、年間400冊あまり
が図書室に寄付され、25万円以上の経費節約に
なっています。このことは経費節約の面だけではな
く、地域での本のリユースという点で大いに役立っ
ているものと考えます。今年度は、利用者の声とし
て多くあがった図書室内の照度不足を解消するた
めに、書棚の整理やLED化の工事に着手していま
す。

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

建物は昭和43年建築のため、あちらこちらに不備が
見えます。日頃から職員（指導員・スタッフ）により館
内外の点検を行い、軽微な不具合は職員で修繕
し、職員で修繕できない小規模、大規模な不具合
は、専門業者に依頼しています。また専門業者によ
り、GHPスポット点検を年1回、昇降機の定期点検年
2回、自動ドア定期点検年4回、消防用設備点検年
2回、レジオネラ属菌検査・飲料水水質検査は年1
回、館内外清掃は年に3回、植栽は年3回、それぞ
れ実施しています。清掃業務は作業スタッフを中心
に全時間帯スタッフで取り組んでいます。備品購入
及び廃棄についてはその都度台帳に記入し、管理
を行っています。また購入に関しては利用者からの
要望を取り入れ必要性や利便性を考えて購入して
います。

・踊場地域包括支援センターとの共催“今から始める老い
支度講座”はコミュニティハウスと地域ケアプラザが活動内
容を相互に理解し、協調できる良い取り組みです。中田コ
ミハまつり、小学生おもしろ理科教室、保育ボランティアと
の共催“おひさまサロン”など幅広い年齢層を網羅した事
業を提供しています。自主事業・活動サークルの紹介や市
民活動の一環として個人の生涯学習支援等を目的とした
冊子“そよ風”を常時館内に配置し、利用拡大に取り組ん
でいます。
・蔵書数約23,000冊に対し、貸出数は年26,000冊と高い
利用率を示しています。年460冊が図書室に寄贈され、そ
の他の書籍は「リサイクル文庫」入れており本のリユースに
役立っています。新刊購入に比べ、30万円のコスト削減に
なっています。年間予算15万円の範囲で新刊を購入し、
毎月入った新刊本としてコーナーを設け、紹介していま
す。

【評価できると感じられる点】
・協定書をもとに、写真入りの中田コミュニティハウス設備
点検表と施設保守・警備点検表を作成し､毎週1回は、点
検結果を 良好・要注意・不具合の3段階に分け、現状を把
握し､不具合が出れば､修理などの対応を行っていることは
評価されます。
・館内外を清掃スタッフが毎日3時間かけて行うほかに、ト
イレの衛生状況を確保するため､衛生管理確認表を作成
し､1日8回の巡回を行い､清潔な状態を維持しています。
・年3回の専門業者による屋上を含めた館内外の清掃・植
栽の実施や定期的な昇降機・自動ドア・消防設備の点検、
飲料水の水質検査などにより、利用者が､安全に利用でき
る施設になっています。
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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）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

業務日誌・施設点検項目に事故につながりやすい
項目を設け日々確認を行っています。事件事故の
予防早期発見及び対応について日報や連絡帳に
記載し、引き継ぎの際、問題を共有することで未然
に防ぐ努力をしています。しかし、発生してしまった
事件・事故に関しては「緊急時の連絡方法」に従い
速やかに連絡するとともに、マニュアルに基づき行
動するよう徹底しています。時間外の事件・事故に
関しては緊急時の連絡網を作成し、緊急体制を明
確化しています。また災害発生時には指導員が指
揮をし、スタッフと連携し、利用者を安全に避難誘
導する体制をとっています。利用者会議等で災害
時の避難につい話し合い、また避難経路図を表示
し災害に備えています。AED研修・避難訓練・避難
袋取扱い訓練及び降下訓練を年に1回実施してい
ます。

【評価できると感じられる点】
・スタッフの業務日誌には、避難経路・AED・駐輪場・消火
器などの施設点検項目があり、毎日、緊急時に必要な場
所や器具の点検を行う仕組みになっていて評価されま
す。
・毎日の清掃チェックリストの項目には、清掃の場所の
チェック欄だけでなく､申し送り事項欄を設けていて、清掃
スタッフも掃除の際、何かの異常があればすぐ、報告する
ことになっています。
・利用者会議などで、災害時の避難について話し合った
り、各部屋に表示している避難経路図を新たに説明した
り、いざという時、利用者も素早く対応できるよう、利用者を
含めた緊急時の準備を行っています。

【評価できると感じられる点】

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

施設は館長1名、指導員1名、事務補助2名、スタッ
フ10名の計14名で運営しています。職員の資質向
上のため、各種研修の企画・参加に力を入れてい
ます。特に防災訓練については泉消防署協力のも
と、心肺蘇生法や避難訓練は年に1回、休館日に
全員参加で実施しています。また情報の共有化と
いことで業務日報・連絡日誌の記述以外に、口頭で
交代時間帯に行う引継ぎも必ず実施しています。日
常業務のなかで個人情報に関して特に注意をし、
団体登録や自主事業参加申込の際には個人情報
に関する説明、収集した個人情報は鍵のかかる書
庫を使用し保管しています。また事業計画書や事
業報告書は誰でも閲覧できるようにしています。

・スタッフ間の情報の共有については､業務日誌の引き継
ぎに加えて、口頭での引き継ぎも行っています。館長・指
導員からの連絡・指示事項は、勤務連絡日誌を使用して
います。連絡事項の中で特に重要な事柄は､連絡帳抜粋
というファイルがあります。この3冊のファイルを有効に使
い､チームワークの取れた運営が行われています。
・年間研修計画は、期初に、外部研修・内部研修に分け、
作成されています。スタッフが研修日時を前もって把握で
きるよう､研修計画表を出勤簿にファイルし､スタッフの便宜
を図る工夫が、なされています。
・全スタッフに、主業務の図書と部屋貸しに分けた振り返り
表を出してもらい、出された課題を全員で検討し､サービス
改善に取り組んでいます。今年度は､本の検索が素早くで
きるよう､本の整理や書籍棚への本の配置変更などに取り
組んでいます。

【評価できると感じられる点】

Ⅵ
．
そ
の
他

市民活動の支援という立場での部屋利用にとどまら
ず、区の委嘱団体<泉区消費生活推進員>・<中田
地区保健活動推進員>・<中田小学校地域防災拠
点運営委員会>の年間利用の優先予約の受付。ま
た泉区福祉保健センターこども家庭支援課依頼の<
子育て支援事業：子育て支援者の育児相談>を毎
週火曜日に開催。近隣町内会の総会（年1回開催）
も優先予約を実施し、小規模施設ではありますが地
域の活動拠点となることを目指しています。また自
主事業の講師として、できる限り地域の方にお願い
するようにしています。地域在住の退職した教職員
や在職中の経験を活かしたボランティアによる座学
講座（英語・科学・パソコン）など地域の多世代交流
を目的とした事業を展開しています。

・泉区役所との連携は､区の委嘱団体への年間利用の優
先予約や子ども支援事業の育児相談の実施などがありま
す。横浜市の温暖化対策への協力として､省エネのポス
ターを玄関の掲示板や館内数カ所に貼り、利用者への啓
蒙活動も行っています。
・近隣の地域ケアプラザとの共催事業や近隣町内会の総
会の優先予約の実施、中田小学校の職業体験の受け入
れ、地域在住の退職した教職員や在職中のボランティア
の自主事業の講師依頼など､地域との交流も展開していま
す。
・利用者の多い子供用の利用案内を用意したり、２ヶ月先
の部屋の仮予約ができ、来館時に気軽に予約ができ、予
約締め切り日に並ぶ必要がないなどの利用者目線での細
やかな配慮が評価されます。
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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）＞

館内掲示物は、以下の2つに分類して掲示しています。
①横浜市・泉区のポスター類 ②一般向け（当館登録団体
も含む）用のフリー掲示板「中田広場」を設置。近隣町内
会の催し物のポスターや個人サークルの案内も受け付け
ます。（ただし営利目的・政治・宗教に関するものは除外）
また日常の不要になったものを地域でリユースするための
〈不用品バンクカード〉（ゆずります・ゆずってください）を設
置しています。
館内掲出物は以下の4つのラックに分類し設置しています
①「県のたより」や「広報いずみ」などの横浜市ＰＲボックス
②募集：横浜市の講座・講習・催し物 ③生涯学習・市民
活動のお知らせ ④プレイルームには泉区福祉保健セン
ターに配置しているチラシ類（子育てに関する情報）
また地域利用者の声として〈あなたの声をお聞かせくださ
い〉（館内設置）と利用者アンケート（来館者や自主事業参
加者）を実施しています。

館内掲示物（横浜市・泉区ポスター類）、不用品バンク
カード、中田コミュニティハウスだより
＜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）＞
近隣の自治会・町内会連合会(30町会)・中田消費生活推
進・ヘルスメート等の地域団体や泉区活動支援センター・
踊場地域ケアプラザなどの関連区民施設と連携し、密に
情報交換を行っています。地域の情報掲示板「中田広場」
にリユースを目的とした＜ゆずります・ゆずってください＞
のコーナーを設け地域住民同士の便宜を図っています。
毎月発行の「中田だより」は新刊本・自主事業などの情報
を提供しています。

（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

評価機関 チェック

開催している

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）＞
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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）＞
中田コミュニティハウス委員会議事録、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）＞
中田コミュニティハウス委員会議事録、
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
コミュニティハウス委員会は14から17名の地区の自治会・町内会・学校関係・PTAなどの委員で構成されています。委
員会出席者は団体利用者で特に施設最大の催しである“中田コミュニティハウスまつり”を盛り上げるため、活発な話し
合いが行われています。

（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）＞
駐車場が設置されていませんが、年間55,000人以上の来館者があります。施設は老朽化が進んでいますが、館長・指
導員・スタッフが一丸となって維持・管理に努め、地域に密着した憩いの場を提供することを常に念頭に置いて、施設
運営に取り組んでいます。
＜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）＞

5

Ⅱ．利用者サービスの向上
（１）利用者会議
①利用者の生の声を運営に取り入れ、また、運営内容を利用者に理解してもらうため、利用者会議を開催している
か？
※議事録により確認する。
指定管理者 チェック
開催している

評価機関 チェック
開催している

開催していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②利用者会議からサービスに係る課題を抽出しているか？
※利用者会議で挙げられた意見等の中から課題を抽出しているかを確認する。
※①で開催していないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
課題を抽出している
課題を抽出している
課題を抽出していない

課題を抽出していない

特に課題がない

特に課題がない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
利用者会議議事録、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）＞
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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、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）＞
暖房便座の設置やコート掛けの要望は迅速に対応し実施しています。エレベーターの設置や駐車場については施設
のみでは解決できない課題であり、区につなぎ適切に処置しています。但し、いす式昇降機が設置され階段の利用が
困難な方の便宜を図っています。

（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
年１回以上実施している

年１回以上実施している

アンケート

実施していない

実施していない

その他

評価機関 記述
＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞
アンケート用紙は館内に設置し来館者には手渡ししている。年に2回（4月・10月）結果を集計し館内に1ヶ月間掲示。
その他自主事業開催後にも適宜アンケ―を実施しています。
＜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）＞
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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）＞
利用者アンケート集計結果(過去3年）、歯周病予防教室アンケートまとめ、老い支度講座アンケート結果
＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？
※利用者アンケート等から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取
組を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につな
いでいるかどうかを確認する。
※①で実施していない、又は②で課題を抽出していない、特に課題がない、にチェックした場合は、非該当と判断す
る。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
対応策を実施している
対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
利用者アンケート集計結果(過去3年）、歯周病予防教室アンケートまとめ、老い支度講座アンケート結果
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
過去3年間のアンケート結果でスタッフの対応・館内の清潔度・館内の安全性について不満や危険を感じたことはない
と回答しています。しっかりと管理運営され、利用者が信頼と安心を感じながら、施設を利用している様子が窺えます。
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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）＞

9

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）＞
館内入口の「あなたの声」（BOX)ｊを設置。苦情・要望が投函されていれば、その都度対応策を館内に掲示。
＜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）＞
苦情・要望解決の仕組み(受付から解決まで）を館内掲示から確認
＜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）＞
館内に掲示されたものを確認
＜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）＞

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）＞
連絡帳、連絡帳抜粋、スタッフミーティング記録(年3回）、利用者会議議事録
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
①個人情報 ②部屋予約 ③図書に関するもの ④その他 ４項目別に分類・整理して効率よく対応策を講じていま
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）＞
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
＜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）＞
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）＞
受付カウンターに一般用と子ども用の利用案内を設置して
います。初めて利用される方や図書貸出カード登録の方
には、説明とともに配布しています。また、ホームページを
開設し、利用方法や、催し物等を掲載しPRしています。新
刊本紹介や、講座の案内、休館や施設修繕に関するお知
らせは館内だけではなく、外掲示板にも掲示しています。
また、これらの情報は毎月発行の「中田だより」により、各
町内会掲示板、回覧板にて地域へ周知しています。内容 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
によっては広報いずみにも掲載。施設の利用方法、特に （200字以内）＞
部屋の予約等については、年に2回の利用者会議で説明
し、利用方法についての意見などを聞き改善に努めてい
利用案内はカラフルで大きな文字を使用し、一般用と子ど
ます。
も用の2種類を受付カウンターに用意しています。毎月「中
田だより」を400～500部発行。自治会・町内会に配布する
に当たり誌面のサイズ(A4・B4)や両面・片面、カラー・モノ
クロ印刷など細かい要望も丁寧に対応しています。更に学
校用向けも作成しています。図書貸出カードの登録、新刊
本紹介など施設の活動をPR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）＞

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）＞
中田コミュニティハウス案内リーフレット、2か月先仮予約票、作業手順表、団体利用申し込み書
＜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）＞
団体登録していれば2ヶ月先の仮予約が可能。1日～25日の間仮予約を受付、翌26日午前中に予約確認の電話連絡
を入れ希望者が重複していなければ最初に仮予約をした人に決定する。重複した場合は29日抽選を行い最終決定と
なる。抽選に漏れた場合でも予備室や別日どを紹介するなど事後対応にも怠りない配慮が見られます。当月分は月2
回までの予約可能など公平で利用者のニーズに応えています。

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）＞
平成28年度研修報告書(個人情報・人権研修を含む)、平成29年度個人情報を考える(個人と人権)
＜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）＞
人権擁護と個人情報に関して、特に新人用に日常業務の基本動作・対応(ファックス送信は二人で行う、名前・電話は
本人自書など）を簡明に記述したファイルを受付カウンターの後ろに置いて、問題意識を常に高めています。
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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年度自主事業報告ファイル(写真・ポスター)
＜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）＞
踊場地域包括支援センターとの共催事業“今から始める老い支度講座”はコミュニティハウスと地域ケアプラザがお互
いの活動内容を相互に理解し協調できる良い取り組みです。中田コミハまつり、小学生おもしろ理科教室、幼児向け
共催事業“おひさまサロン”など幅広い年齢層を網羅した事業を提供しています。自主事業・活動サークルの紹介や市
民活動の一環として個人の生涯学習支援等を目的とした冊子“そよ風”を館内に配置。

②事業計画書等のとおり、事業を実施しているか？
※事業計画書等と事業報告書により確認する。ただし、地域住民や利用者ニーズ、行政の要望のために変更する必
要があった場合、ＰＲをしたにも関わらず参加者が集まらなかった場合など合理的な理由があり、行政と協議のうえ、計
画を変更したものは実施されていると判断する。その場合は、変更内容と変更した理由を明らかにすること。
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

実施している

実施している

実施していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（６）図書の貸出し、購入及び管理
①図書の新規購入の際は、適切な選定をするため、利用者から希望をとっているか？
指定管理者 チェック
利用者から希望をとっている

評価機関 チェック
利用者から希望をとっている

利用者から希望をとっていない

利用者から希望をとっていない

評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設）
評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設）
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
施設案内リーフレット、図書予約申込票、あなたの”BEST BOOK"を教えて下さい(本購入の参考)
＜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）＞
蔵書数は約23,000冊で貸出数は年平均26,000冊と高い利用率を示しています。年平均460冊が図書室に寄贈され、
その他の書籍は「リサイクル文庫」入れるなど本のリユースと言う点で大いに役立っています。、新刊として購入した場
合と比較し30万円のコスト削減になっています。年間予算15万円の範囲で新刊を購入し、毎月入った(新刊)本として
コーナーを設け、紹介しています。

（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）＞
中田だより、ホームページ、広報いすみ
＜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「中田だより」を発行しています。内容①自主事業（講
座）案内・今月のおたのしみ（小学生がいつでも参加でき
る工作のお知らせ）②新刊本・和の会3館のおすすめ本③
催事カレンダー（当月・次月）④生活情報（知恵袋・区から
の連絡など） この「中田だより」は各町内会掲示板155か
所（一部回覧板）に掲示するほか、ホームページにも掲載
しています。また近隣小学校へは「中田だより・小学校版」
を配布しています。さらに和の会3施設といずみ区民活動 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
支援センターに配布。自主事業のPRは①広報いずみに （200字以内）＞
掲載②和の会3館にポスター掲示③YCV、タウンニュース
・施設広報誌「中田だより」は①自主事業案内・小学生向
に掲載依頼をしています。
けお知らせ②新刊本(一般・児童書)③催事カレンダー④
生活情報が掲載されています。各町内の155ヶ所に掲示さ
れる他、ホームページにも掲載され、近隣小学校には小
学校版も配布し、地域に広く施設の存在と活動内容を周
知しています。
・自主事業の案内はYCV,タウンニュースにも掲載していま
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）＞

職員（指導員・スタッフ）は公の施設に勤務している自覚を
持って信頼と好感を基本とし利用者にとってより満足度の
高い対応ができるよう努めています。新人研修においては
特に窓口対応を中心にした実務研修を実施しています。
また窓口業務（部屋予約受付・図書カード登録・書籍検索
等・利用案内）に対応できるよう、各種マニュアルの完備、
各時間帯で共有する情報に関しては、連絡帳や連絡帳抜
粋、忘れ物の取り次ぎに対応する受付表などの必読を義
務付けています。また正確に電話の内容を聞き取り、取り
次ぐための専用メモを使用しています。高齢者の利用者も
多いということを配慮し各種説明の話し方は“ゆっくり、はっ
きり”を実行しています。当館の業務外の問い合わせに対
してもできる範囲で対応するようにしています。服装に関し
ては受付業務としての範囲内（裸足・ノースリーブ・派手な
色・柄などの禁止）とし、目についた場合は指導員から注
意をします。

＜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）＞
・接遇に不慣れな新人には、特に窓口対応に関した実務
研修を実施。新人が日常ルーティンに慣れるまで利用者
対応業務チェック表を各人の机に置いて常に注意し・振り
返りの習慣を促しています。
・各種マニュアルがしっかり完備され、マニュアルに記載さ
れていない事項を記録した連絡帳、その中で特記すべき
連絡帳抜粋、電話接遇専用メモなどスタッフ教育が実践
即応型に整備されています。

（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）＞

毎月「利用状況報告書」を作成し、時間帯別・部屋別の利
用状況を把握。区からの要請で曜日別の利用状況報告書
も作成しています。当館の利用者の特徴である、幼児と保
護者・小学生が多く来館することを受け、子育て支援事業
「おひさまサロン」毎月第3金曜日（子育てサロンは泉区内
で20数か所開催中、区民利用施設が主催しているのは当
館のみ）や「子育て相談室」毎週火曜日を開催。小学生の
放課後の居場所として、手ぶらで来館しても楽しめる簡単
工作「今月のおたのしみ」を開館時はいつでも開催してい
ます。利用者の意見を聞くということで「あなたの声をお聞
かせください」と、講座参加者や一般来館者向けにアン
ケートを実施しています。「あなたの声をお聞かせくださ
い」は回答（改善策を含む）を館内掲示板に掲出。アン
ケートに関しては内容を検討し、コミュニティ委員会や利用
者会議などで発表し、そこでの意見を聞きより良い運営に
努めています。

＜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）＞
・年間延べ55,000人以上の来館者があり、毎月の利用状
況を①入館者数②年齢・性別③利用時間帯④部屋稼働
率 別に統計を取り状況を正確に把握しています。
・利用者の年齢層・性別・利用時間帯を考慮した自主事業
を開催しており、施設としては特に包括支援センター・保
健活動推進など市・区の公共施設や民間ボランティアとの
共催事業に活動資源を重点的に配分することを目指して
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）＞
・施設の前身が青少年図書館であったこともあり図書事業が充実しています。書籍のリサイクルや書籍棚を手に取り易
く、配置換えする、ロビーにあるガラスケースのスタッフ手作りの新聞紙リサイクルエコバックを飾るなど親しみやすい環
境作りを工夫しています。幼児・子育て支援・青少年から高齢者向けの自主事業を幅広く展開し、気軽に誰でも立ち
寄れる施設運営に知恵を絞っています。
＜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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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）＞
協定書のもとに、写真入りの中田コミュニティハウスの設備点検表と施設保守・警備点検表も作成し、点検結果を良
好・要注意・不具合に分け、履行状況を常に把握し､不具合の改善に取り組んでいることは評価できます。

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）＞
館内外を清掃スタッフが、毎日3時間かけて清掃するほかに､年3回の専門業者による清掃を行っています。特にトイレ
の衛生状況を清潔に保つために､衛生管理確認表を作成し､館内外を含め1日に8回の巡回を行い、清潔な状態を維
持していることは､評価できます。
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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）＞
すべての備品は、市の所有物であり、備品には､備品管理番号シールが貼られていて､管理台帳との照合が確認しや
すくなっています。

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）＞
ベビー専用チェアーの日常点検チェックシートを作成し､外観やテーブルの開閉操作、マット傷やがたつきなど、毎週
毎に安全を確認していることは、子育て世代の利用者に対しての配慮が感じられ､評価できます。
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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）＞
ゴミ容器は、外の倉庫に分別して､適正に､清潔に保管されています。利用者にも協力を仰ぎ､ゴミの持ち帰りをお願い
しています。

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）＞
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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、資料、ヒアリング

施設が常に清潔な状態に保たれ、気持ちのよい施設であ
るよう作業スタッフが毎日3時間かけて館内外の清掃を
行っています。また年3回専門業者による館内外の清掃を
実施しています。設備の保守管理・安全点検については
一週間毎のチェック表を用い、職員（指導員とスタッフ）が
常に点検し管理しています。破損部分や不具合が発見さ
れた場合、特に建物の破損・雨漏り等の発見があった時は
直ちに報告書を作成し、区の担当者に報告を行い、指示
をもらい対応しています。小破損の修繕に関しては可能な
限り職員で対応し、無理なものは専門業者に依頼し改修
しています。・外構の確認については日常点検をし、損傷
チェック（屋上ドレイン、トップライト）は施設清掃業者と契
約をしています。施設内の植栽・植樹・除草については業
者と契約し適季に3回行っています。排水マス（9か所）の
点検と清掃（29年度は8月2日実施）、その他環境美化に
取り組んでいます。

＜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）＞
＊清掃スタッフが、毎日午前中3時間かけて館内外の清掃
を行うほか、トイレの清潔維持には、特に気をつけており、
館内外を含め1日8回の巡回チェックを行い、非常に清潔
に保たれています。
＊設備の保守管理・安全点検については、1週間毎に
チェック表を用いて､各部屋を点検し、破損箇所や不具合
が発見された場合には､直ちに対応し､利用者が気持ちよ
く、来館できるよう取り組んでいます。

（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）＞
専門業者による館内外の清掃を年3回行い、その際には､屋上のゴミを取り除き､雨水の流れを良くしています。植栽も
3回行い、外からの見た目も綺麗に維持されています。
＜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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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）＞

（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）＞
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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、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）＞
鍵は､通常使う鍵とスペアキーを別々のボックスに分かりやすく保管されています。金庫の鍵は、現金取扱い者のみが
暗証番号を決めて、金庫を開く方式を採用しています。

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）＞
1日8回各部屋、館内外を点検表を用いて点検し、異常があった場合には､適切に対応しています。
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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）＞
1週間毎に行う､設備点検表及び警備点検表を用いて､室外機・室内機・冷却水・非常灯なについて、異音・水回り・換
気・外観などの項目を点検し､各部屋の点検も行っています。

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：公共建物の保全に関する研修 対象者:全スタッフ
＜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）＞
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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:心肺蘇生法・AEDの操作方法 対象者:全スタッフ
＜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）＞
毎年1回、消防署の指導のもと、AED研修と心肺蘇生講習を全スタッフ参加で行われており､毎年、繰り返し、再確認す
ることにより､スタッフが忘れず、身につけるよう配慮しています。

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、ヒアリング
＜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）＞
内部スタッフ間の連絡網と区役所、警察、消防など外部への連絡網とが事務所内に掲示されていて､館長不在時でも
スタッフが､慌てず、連絡しやすいよう工夫されています。
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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）＞

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）＞
毎年1回、消防署の指導のもと、防災訓練を行い､併せてAED・心肺蘇生講習も行っています。なお今年から消火訓練
も取り入れています。

（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）＞
利用者会議などで、災害時の避難について、話し合い、各部屋に掲示されている避難経路図も説明し､いざという時に
は、利用者が慌てずに行動・対応できるよう利用者への啓蒙活動を行っています。
＜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）＞
近隣交番と連携して､不審者対策、防犯意識を高める工夫もあれば、良いと思われます。
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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）＞
午前・午後・夜間共に､2名の体制に加えて､毎日作業スタッフが3時間の清掃業務を行い､館内の清潔度を維持してい
ます。

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

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）＞
泉区役所のホームページ
＜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）＞
年間研修計画は、研修のファイルだけでなく､スタッフの出勤簿にもファイルされ、スタッフが､研修の予定を毎日チェッ
クでき、前もって研修参加の予定を組みやすくできるよう配慮されています。

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）＞
研修計画表、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）＞
テーマ：「人権について考える」「個人情報保護を考える」 対象者:スタッフ全員
＜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）＞
年間研修計画は、期初に､館長・指導員が、前年度の研修内容や日頃のスタッフからの意見を参考にして､外部研修
も含めて作成されています。特に大事な人権擁護と個人情報については､期初の早い時期の休館日を利用して全員
参加で行われ､スタッフの認識を再確認しています。
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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）＞
出勤簿、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）＞

市・区主催の研修に参加しやすい環境づくりのため、勤務
シフトを柔軟に調整し対応しています。館内で実施する研
修（救命入門コース研修・防災訓練・個人情報研修など）
は月1回の休館日の午前中2時間程度に設定し全員が参
加しやすいよう計画しています。。当館主催以外の研修の
案内（図書関連、施設関連、経理関連）がきた時は関係職
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
員には早めに知らせ、シフト調整し参加しやすいよう配慮
（200字以内）＞
しています。
市・区主催の研修に参加しやすい環境作りのため、勤務
シフトを柔軟に調整し､スタッフの研修参加を促していま
す。館内で実施する内部研修は、全員が参加しやすいよう
毎月1回の休館日の午前中2時間程度を設定しています。

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）＞
勤務連絡日誌、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）＞
研修の内容で、口頭、または、必要な部分は､勤務連絡日誌に記載され､スタッフ全員に周知されます、休館日に行わ
れる研修の際や､年に数回行われるスタッフ会議を利用して､研修内容の伝達も行われます。

29

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）＞
通常の受付のマニュアル以外に､接遇・図書・個人情報保護などに関するポイントを簡略に記載された窓口対応マニュ
アルのファイルが作成され､カウンターに準備されていて､受付スタッフが、いつでも参照できるよう配慮されています。

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）＞
年間研修計画、勤務連絡日誌、連絡事項抜粋、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（指導員・スタッフ）の資質向上のため研修計画を策
定し取り組んでいます。具体的には新人職員を対象に利
用者対応の流れ、全職員対象に人権・個人情報保護、利
用者対応・ノロウイルス対策、防災等の研修を行っていま
す。情報の共有化の仕組みとして、主にスタッフが記入す
る「業務日報」には、時間帯ごとの点検項目（館内の安全
や衛生面に関することなど）や、次の時間帯への申し送り
事項、各部屋の利用状況などを記入。記述伝達以外にも
口頭による引継ぎとして勤務交代時の引継ぎ時間を設け
ています。また毎日の連絡とは別に特記事項として勤務連
絡日誌を設けています。業務内容の変更や注意点など重
要項目の連絡や、研修やミーティングの内容や日程など
職員全員で共有すべき情報の共有化を図っています。重
要な内容に関しては「連絡事項抜粋」ファイルを設けいつ
でも確認可能に」しています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
スタッフ間の情報の共有化の仕組みは、「業務日報」の「申
し送り」により、午前・午後・夜間のスタッフ間の情報の伝達
が行われ､併せて口頭での引き継ぎも行われています。業
務内容の変更や注意点､指導員よりの指示・連絡事項は、
「勤務連絡日誌」を使用しています。この中でも特に重要
な内容に関しては「連絡事項抜粋」のファイルを設け、ス
タッフが、いつでも確認できるよう配慮されています。
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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）＞

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）＞
毎年、期初の段階で個人情報の取扱いについての研修を行い､再確認に取り組んでいます。中途採用者が出た場合
にも新人研修の中で､必ず､個人情報保護の研修を行います。
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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）＞

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）＞
自主事業の申込書には、目的以外には、個人情報を使用しない旨の文言が記載されたフォームを、使用しています。
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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）＞

（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）＞
支払伝票、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）＞
支払伝票には､会計担当と出納責任者である館長の二人の印鑑を必要として､ダブルチェックがなされています。

③当該施設に係る経理と団体のその他の経理を明確に区分しているか？
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）＞
収支計算書、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）＞

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）＞
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）＞
中田コミュニティハウスでは､通帳と印鑑は、保有せず､本部機能を持つ､立場地区センターで適切に保管されていま
す。ここでは､小口現金のみの取扱いとなっています。

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）＞
＜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）＞
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）＞

・消灯の実施：トイレなど共有部分で使用していないときは
消灯の協力をお願いしています。また夜間の図書室・学習
室・階段なども利用者がいない場合は一部消灯を行って
います。
・利用者不在の部屋における照明や冷暖房はこまめに消
しています。壊れた照明は、LEDにするとともに、一階部分
から順次LED化を進めています。
・利用者に冷暖房の温度調節の協力をお願いしていま
す。冷暖房のほかに扇風機を利用し、室温調整を行った
り、夏場のうちわや冬のひざ掛けの貸出しを行っていま
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
す。
・内部書類は極力裏紙を使用し、図書のしおりや利用確 （200字以内）＞
認の書類などはわら半紙を使用し印刷用紙を使い分けて
います。
・消耗品台帳を記入し管理することで無駄な購入を避ける
トイレなど共用部分で使用していない時は､こまめに消灯
工夫をしています。
を励行しています。今年より､市の予算で､一階部分から順
次、LED化を進めていて今後電気代の削減に寄与すると
期待されます。

（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）＞
平成28年度管理運営業務点検報告書
＜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）＞
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）＞
3ヶ月毎に､泉区の地域振興課が、来られ､3ヶ月間の状況や課題などを話し合い・協議しています。
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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）＞
スタッフの振り返り記録、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）＞
地域の住民が誰でも気軽にサークル活動や生涯学習が
できる場所として利用していただきたい。そのために次年
度、館としてどのような改善や取組みをしていくか。①全体
的な大きな目標は、ミーティングや来館者アンケート等、各
自の振り返り表（年度末記入）などにより検討しています。
29年度の目標は、区内で一番図書利用者数の多い館な
ので「図書室、図書業務の改善」です。図書の並べ方や、
書架の配置を改善することにより、利用しやすい、また管
理しやすい図書室を目指します。②各自の目標について
は、振り返り表記入の、気が付いた業務上の改善点や、個
人的に業務内容で不安に感じていることなどを確認し各
自決定します。③これら2つの目標を実行するための具体
的な業務内容などは、担当者と検討し、業務日報やミー
ティング議事録、業務ファイルに綴じられ、いつでも誰でも
確認することができます。また個人的に指導する場合もあ
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）＞
中田コミュニティハウス独自のスタッフの振り返りを、主業
務である図書業務と部屋貸し業務に分けて、スタッフから
業務上の改善点などを集約し､改善を目指しています。今
年度は､図書の整理を行い､利用者の希望の本が､探しや
すい書籍棚への本の配置や本の整理に取り組んでいま
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）＞

＜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）＞
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）＞

市・区の施策を考慮して、地域の基幹施設として地域と連
携し、様々な事業協力に取り組んでいます。具体的には、
ごみ減量化の推進、節電対策や区の委嘱団体<泉区消費
生活推進員>・<中田地区保健活動推進員>・<中田小学校
地域防災拠点運営委員会>の年間利用の優先予約の実
施。また泉区福祉保健センターこども家庭支援課依頼の<
子育て支援事業：子育て支援者の育児相談>を毎週火曜
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
日午前中に開催。同じく泉区福祉保健課健康つくり係と共
（200字以内）＞
催事業「口腔ケアでイキイキ生活を！めざせ8020講座」を
開催しています。
＊市・区の施策に考慮して、ゴミの減量化、節電対策や関
係する諸団体への部屋の優先予約の実施、子育て支援
事業の育児相談開催への協力、泉区健康つくり係との共
催事業など実施されています。
＊「Lets省エネアクション」のポスターが玄関の掲示板や館
内の数カ所の掲示板に掲示され､スタッフも温暖化対策を
意識して行動すると共に利用者への啓発も行っています。
＜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、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）＞
＊近隣の地域ケアプラザとの共催事業を､毎年、講座の題
目を変え自主事業を実施し、地域の高齢者へのサービス・
情報の提供を行っています。隣の中田小学校との連携も
密で､小学生の職業体験も毎年受け入れています。
＊子どもの利用が多いことから、大人用とは別に、子供用
の利用案内を用意したり、２ヶ月先の部屋の仮予約制度を
設け、利用者が、来館時に気軽に予約できるなど利用者
目線の細やかな配慮が評価されます。

27年度から、横浜市踊場地域ケアプラザ地域包括支援セ
ンターとの共催事業を実施しています。介護保険制度の
仕組みや、相続や遺言などの手続きに関すること、またコ
グニサイズやロコモティブ（運動器症候群）の体操講座を
開催しています。泉区福祉保健センター福祉保健課委嘱
の泉区食生活等改善推進員による栄養講座を「中田コミュ
ニティハウスまつり」で開催しています。（28年度は災害時
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述し
に備える“回転備蓄講座”を開催）
また2階の一部屋にはインターネットケーブルを引き、パソ て下さい。（200字以内）＞
コン教室等でインターネットを利用できる環境を整備して
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

根拠

地域での会合等の議事録、地域
アンケート結果等

仕様書における運営改善の取組（地域住民の
主体的な活動の支援）に関する項目

委員会議事録等

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

-

-

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

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
仕様書における意見・要望への対応の項目

事業計画書、事業報告書等

仕様書における公平性の確保、人権の尊重の
項目及び基本協定書における人権の尊重の項
目
特記仕様書における自主事業の項目

-

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
-

-

-

-

-

点検等報告書等

基本協定書・仕様書・事業計画書における維
持管理の項目

備品台帳等

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

研修資料等
-

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

仕様書における緊急時の対応等に関する項目

規範・倫理規定等の資料、研修
資料等

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
-

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
-

（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

研修計画、窓口等の対応手順マ
ニュアル等

特記仕様書における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

（３）個人情報保護・守秘義務

個人情報に関する研修資料等

仕様書における個人情報保護に関する項目

（４）経理業務

事業計画書、収支決算書等

（５）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

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

（６）組織運営及び体制全般
（その他）
Ⅵ．その他

-

-

中田コミュニティハウス
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

評価シートチェック項目一覧
指定管理者 チェック

評価項目
①利用者の要望の反映、施
設管理運営の意見具申、自
主事業の企画及び実施等に
ついて審議するために、各施
設の運営に関する委員会を
開催しているか？
②地区センター委員会等から
サービスに係る課題を抽出し
ているか？

レ 開催している

レ 開催している

開催していない

開催していない

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

①利用者の生の声を運営に
取り入れ、また、運営内容を
利用者に理解してもらうた
め、利用者会議を開催してい
るか？
②利用者会議からサービス
に係る課題を抽出している
か？

対応策を実施していない

非該当

非該当

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

（
２
）
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
実
施
・
対
応

レ 開催している
開催していない

開催していない

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

一部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
実施していない
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
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？

レ 対応策を実施している

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

非該当

非該当

レ 公表している

レ 公表している

公表していない

公表していない

非該当

非該当

レ 情報提供している

レ 情報提供している

情報提供しているが、一部不備がある

情報提供しているが、一部不備がある

情報提供していない

情報提供していない

レ 設置している

③苦情解決の仕組みがある
か？

レ 仕組みがある

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

レ 設置している

設置していない

設置していない
レ 仕組みがある

仕組みがない

仕組みがない
レ 周知している

周知していない

周知していない

レ 記録している

レ 記録している

記録していない

記録していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない

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

レ 対応策を実施している

一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない

レ 公表している
⑦苦情等の内容及び対応策
を公表しているか？

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

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？

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？

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

レ 課題を抽出している
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？

0
レ 開催している

①サービス全体に対する利
レ 年１回以上実施している
用者アンケート等を、年1回以
上実施しているか？
実施していない

①ご意見ダイヤルの利用方
法に関する情報を提供してい
るか？

（
３
）
意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

0

レ 対応策を実施している
③利用者会議から抽出した
課題への対応策を講じてい
るか？

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

不備の数

（
１
）
利
用
者
会
議

評価機関 チェック

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

1/45

レ

アンケート
その他

中田コミュニティハウス
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

貸（
及出６
びし）
管、 図
理購書
入の

評価シートチェック項目一覧
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

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）

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

①世代等を網羅した自主事
業を提供しているか？

レ 年齢や性別が網羅できている

②事業計画書等のとおり、事
業を実施しているか？

レ 実施している

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

（
２
）
防
犯
業
務

（
３
）
事
故
防
止
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

年齢や性別が網羅できていない
レ 実施している

実施していない

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？

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
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
協定書等のとおり管理していない
レ

協定書等のとおり実施していない

レ ある
ない

レ 揃っている

レ 揃っている

揃っていない

揃っていない

③利用者が直接使う地区セン レ 安全性に関わる損傷等がない
ターの備品に安全性に関わ
る損傷等がないか？
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？

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
協定書等のとおり実施していない

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

0
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
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
実施している

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

レ 適切に管理している

レ 適切に管理している

適切に管理していない

適切に管理していない

レ 適切に分別している

レ 適切に分別している

適切に分別していない

適切に分別していない

不備の数
時（
組
対１
み ）
応
整
の緊
備
仕急

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

レ 備えている

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

①協定書等のとおり防犯業務
を実施しているか？

②鍵を適切に管理している
か？

作成していない

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
レ 実施している

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
レ 実施している

協定書等のとおり実施していない

協定書等のとおり実施していない

評価対象外施設

評価対象外施設

レ 適切に管理している

レ 適切に管理している

適切に管理していない

適切に管理していない

③事故や犯罪を未然に防止 レ 定期的に行っている
するよう、日常、定期的に館
定期的に行っていない
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
レ チェックしている
やマニュアル類を用い、施
設・設備等の安全性やサービ
一部チェックに不備がある
ス内容等をチェックしている
チェックしていない
か？
レ 全ての職員に実施している
②事故防止策の研修等を実
施しているか？（常勤・非常
一部の職員に実施していない
勤に関わらず）
研修を実施していない
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レ 定期的に行っている
定期的に行っていない
レ チェックしている
一部チェックに不備がある
チェックしていない
レ 全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない
研修を実施していない

中田コミュニティハウス
大項目

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

中項目
（
４
）
業
事
務
故
対
応
（
５
）
防
災
業
務

評価シートチェック項目一覧
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？
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
）
職
員
の
る
資
た
質
め
向
の
上
取
・
組
情
報
共
有
を
図

研修を実施していない

レ 体制を確保している

レ 体制を確保している

体制を確保していない

体制を確保していない

評価対象施設であり、作成している

評価対象施設であり、作成している

評価対象施設だが、作成していない

レ 実施している
実施していない

①協定書等で定めた職員体
制を実際にとっているか？
②協定書等のとおりに開館し
ているか？

0
レ 協定書等の職員体制をとっている
協定書等の職員体制をとっていない
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

③事業計画書・事業報告書を レ 公表している
公表しているか？
公表していない
①職員の研修計画を作成し
ているか？（常勤・非常勤職
員に関わらず）
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？

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）

0
レ 協定書等の職員体制をとっている
協定書等の職員体制をとっていない
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
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
一部の職員に実施していない
研修を実施していない

レ 全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない
研修を実施していない

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
作成していない

作成しているが、活用していない
作成していない

レ 整備している

レ 整備している

整備していない

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

レ 全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない
研修を実施していない

レ 全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない
研修を実施していない

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

レ 適切に収集している

⑥個人情報を収集した際に
は、適切に使用しているか？

レ 適切に使用している

適切に収集していない

適切に使用していない

適切に使用していない

その他けん制機能を設けている
仕組みを設けていない

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

レ 明確に区分している

⑤通帳や印鑑等を適切に管
理しているか？

レ 適切に管理している

⑥ニーズ対応費の執行状況
について、ニーズと対応した
支出となっているか？

取っていない

適切に収集していない

レ 役割分担を明確にしている
②経理と出納の相互けん制
の仕組みを設けているか？

一部の職員から取っていない

レ 適切に使用している

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の
一部適切な措置を講じていない
ために適切な措置を講じてい
適切な措置を講じていない
るか？
レ 適切に作成している
①適切な経理書類を作成して
一部適切ではない書類がある
いるか？
適切に作成していない

（
４
）
経
理
業
務

評価対象施設だが、作成していない
レ 評価対象外施設である

②消防計画に基づき、避難訓 レ 実施している
練を実施しているか？
実施していない

②個人情報の取扱いに関す
る管理責任者を明確化してい
るか？

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

レ 評価対象外施設である

①個人情報の取扱いに関す
るルールやマニュアル等を整
備しているか？

（
３
）
個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

レ 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

不備の数
（
１
）
業
務
の
体
制

評価機関 チェック

レ 全ての職員に実施している

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
その他けん制機能を設けている
仕組みを設けていない
レ 明確に区分している

明確に区分していない

明確に区分していない

レ 存在する

レ 存在する

存在しない

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

適切に管理していない

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

レ 評価対象外施設

レ 評価対象外施設
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中田コミュニティハウス
大項目

中項目

（
５
）
運
営
目
標

評価シートチェック項目一覧
指定管理者 チェック

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

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

評価機関 チェック

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

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

レ 年に１回以上は協議している

レ 年に１回以上は協議している

協議されていない

協議されていない

不備の数

0

0

不備の合計

0

0
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