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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】
・地域連合町内会長からの進言があり、平成30年度の「運
営委員会」に連合エリアから2名の主任児童委員が参加し
てもらうことになりました。行政や福祉機関のサービスの紹
指定管理者である「よつ葉の会」は４連合自治会が
介や担当機関にへのパイプ役も担っていることから、運営
立ち上げたＮＰＯ法人であることから、施設の管理運
委員会が活発に機能し、より質の高いサービスの提供がな
営や自主事業の企画立案などあらゆる面で地域に
されるものと期待されます。
密着した活動をしています。
運営部会は自治会町内会の役員で構成され、利
・近隣の小中学校とは社会科見学を受け入れたり、ケガや
用状況を報告し、利用者からの意見・要望を聞き、ロ
事故が起きた場合は緊急連絡できるような身近な存在と
グハウスの運営に反映しています。
なっています。クリスマスやハロウィンの行事には景品の提
スタッフは全員が地元採用であり、日常的に地域
供を受けるなど、地域の企業からの協力や住民との絆の構
住民とのコミュニケーションを図っています。
築が図られています。
・スタッフが全員地元採用であることで、地域住民と日常的
に接することが出来、密度の高い地域情報とコミュニティ醸
成を図る上で役立っています。

【評価できると感じられる点】

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

・以前よりの利用者より要望の多く懸案事項であった夏場の
熱中症に対処するためにクーラーを2台設置し､特に夏場
広報よこはま「いずみ」「よつ葉の広報」（隔月）や の快適な環境が整備され､利用者サービスの改善に繋がり
「よつ葉の会ホームページ」（随時更新）で自主事業 ました。
などＰＲしています。
自主事業の際にアンケートを取り、利用者の要望・
・もの作りや読み聞かせなどの才能を有したスタッフがチー
意見を反映させています。
ご意見箱の設置及び回答の掲示により、サービス ムワーク良く、生き生きとして働いています。魅力ある職場と
して多数の職員応募があります。広く周知され、健全な組
向上を図っています。
サービス提供において、対応したスタッフによる差 織作りと体制が構築されているとして評価できると感じられ
異が生じないよう、スタッフ相互の情報共有に努めて ます。
います。
・ログハウス運営に於いて最大の課題はこどもが安全で楽し
く遊べることにあります。事故防止に当たっては、ハウス内
の死角となる場所に大型反射鏡を3台設置。ハウス内至る
所に遊ぶ際の注意事項を保護者向けも含め、掲示・貼付し
て安全確保に万全を期しています。
【評価できると思われる点】

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・必要な情報は、業務日誌に集約されており、スタッフが点
検内容や方法、各種情報の伝達など漏れなく行えるよう、ま
た、他のスタッフがチェックを行いやすいように工夫されて
運用されています。
定期的な施設・設備の保守・点検のほか、日常的
な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め
ています。
小破修繕では対応できない不具合については、行
政との情報交換・共有化を図り、早期の対応を図っ
ています。

・修繕や各種不具合に対する対応が速やかに行われてい
ます。例えば、場所がら蜂が巣を作ることが多いものの、小
さい場合は自ら、大きかったり危険と判断される場合は、区
役所に報告し撤去するなど対応されています。また、遊具
等についても不具合の確認だけでなく定期的に消毒するな
ど衛生面にも配慮しています。
・法人の費用負担でできる範囲のことは設備の改良等も実
施されている点は評価できます。例えば、トイレに幼児が座
れるいすを設置したり、館内２階吹き抜け部分の落下防止
柵の柵間隔幅が利用者である年齢の子どもにとっては広い
ため、落下防止用ネットを全面に設置するなどが、確認でき
ました。
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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】

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

子どもの怪我等の緊急時について、随時、スタッフ
会議で事例検討を行い、スタッフがだれでも、救急
車の要請、家族・学校への連絡、非番のスタッフの
応援要請、地区センターへの電話連絡などを迅速
に出来るようにしています。
また、利用者が見れるよう緊急時の病院等の連絡
先電話番号を大きく掲示してあります。

・業務日誌は、当施設の運営の情報が集約される情報ス
テーションとなっており、スタッフも勤務開始時には必ず目
を通すことを徹底することにより、引継ぎ漏れがないようにさ
れています。
・事故やヒヤリハット、苦情、利用者の動向等の内容に基づ
き、階段や落下防止柵にネットを張る等、必要な対応を行
い、館内での大きな事故の発生防止をしています。
・遊具の使い方については、遊具そのものに使い方の説明
をくくりつけるなど、利用者がすぐに確認できるようにしてい
ます。記載もひらがなで、大きく、絵をつけて、分かり易く作
成されており、使用者の立場に立った記載がなされていま
す。

【評価できると感じられる点】

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

・窓口対応は、受付時にすべきことなどを具体的に記述し
た分かりやすい業務マニュアルが、業務日誌にファイリング
し、いつでもすぐに参照できるよう工夫されています。
「いずみ台公園子供ログハウスの利用に関する要
綱」及び「よつ葉の会スタッフ就業規則」により、ス
タッフによる良好なサービスを確保しています。
「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。
スタッフ会議（原則隔月）で利用者からの意見・要
望について事例検討を行い、サービスの向上を図っ
ています。

・通常の研修とは別に、スタッフ会議を教育の場として、ベ
テランスタッフが、気付いた事柄や事例にを他のスタッフに
伝えるスキルアップの場になったり、日常業務の中で新人
スタッフにOJTを行ったり､現場での実質的な研修により､ス
タッフの資質向上に繋がっています。
・8人のスタッフは､子育てを経験した母親世代が多く､落ち
着いた雰囲気があります。午前と午後の時間帯をそれぞれ
２名勤務ですが、スタッフの勤務時間帯を固定化せず､午
前・午後の時間帯をすべてのメンバーとペアを組むことか
ら､リーダーを中心として､8人のチームワークが良く､明るい
接客態度が評価されます。

【評価できると感じられる点】

Ⅵ
．
そ
の
他

・横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」の協賛事業者と
して、子育て支援を積極的に応援しています。子育て情報
コーナーには子育てに関する色々な情報を掲示していま
す。
子どもたちの遊び場としてだけでなく、子育て情報の
・横浜市・泉区と連携し子育て相談会を毎週開催していま
提供、相談の場、さらには子育て経験の豊富なス
タッフによる受容と共感など多面的でゆるやかな子 す。子育てを経験した母親世代のスタッフが多いこともあ
り、利用者の子育てに関しての疑問や相談にも応じていま
育て支援機能をもっている。
す。
・このログハウスの基本方針の一つである「笑顔と元気な挨
拶」が実際に､利用するこども達や付き添いの親・地域の人
たちに実行されていることが確認され､気軽に立ち寄れるロ
グハウスを目指し､法人の目的「誰もが､親しく挨拶のできる
地域づくり」の実現に向けて取組んでいます。
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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？
※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て ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さ
記述して下さい。（400字以内）＞
い。（50字以内）＞
ヒアリング及び資料(運営委員会議事録)、よつ葉の会総
会・理事会議事録、ホームページ、ヒアリング
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

指定管理者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、自主事業な
どあらゆる面で地域に密着した活動をしています。
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。
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 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
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回 （200字以内）＞
答の掲示することにより、運営の透明性を図っています。
・ログハウスの運営部会は、地元である和泉北部連合自治
会の役員で構成され、定例年１回実施されその中での意見
や審議結果を施設運営に活かしています。
・小中学校とは社会科見学の受け入れやケガや事故等が
起きた場合緊急連絡出来るよう身近な存在として細やかな
連携が築かれています。某食品企業からクリスマスやハロ
ウィンの行事には景品などの提供を受ける等地域の団体か
らの協力と住民との絆の構築を図っています。

（２）こどもログハウス委員会
①地域住民や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、こどもログハウス委
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）＞
地域住民等の代表で構成する運営委員会を定期的に開催し、会議で出された意見等を施設運営に反映しています。
運営委員会議事録はログハウスに置いて、利用者が閲覧もできるようにしており、透明性も図っています。
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②こどもログハウス委員会からサービスに係る課題を抽出しているか？
※こどもログハウス委員会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）＞
運営委員会議事録, 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）＞
利用者状況の推移、自主事業計画等について、運営委員会で説明を行い意見交換をしています。運営委員会で出さ
れた意見については隔月休館日を利用して行われる検討会で全スタッフ8名が参加して話し合いが行われ課題につい
ての対応策が検討されています。
③こどもログハウス委員会から抽出した課題への対応策を講じているか？
※こどもログハウス委員会から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取
組を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につない
でいるかどうかを確認する。
※①で開催していない、又は②で特に課題がないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
対応策を実施している
対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリングおよび資料(運営委員会議事録)
＜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）＞
3年前からの懸案事項であった夏場の熱中症に対処するためクーラーを2台設置。ハウス内の電気を全てLEDに交換
し、照度アップと経費節減に寄与しています。

（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）＞
法人広報誌は、地域の９自治会の回覧用やログハウス、いずみ野コミュニティハウスでの配布・掲示用に配布していま
す。さらに各町内会の掲示板用にカラー印刷した広報誌を配布し、地域及び地域住民に法人やログハウスに関する情
報を幅広く発信し、地域住民との連携を強化しています。
＜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）＞

5

Ⅱ．利用者サービスの向上
（１）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）＞
平成30年度5月利用者アンケート調査実施。50名にアンケート用紙を配布し46名からの回答あり。ヒアリング
＜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、自主事業の中で参加者数が多い5月の「げんきっこまつり」の際に、独自のアンケートを配布し、意見・要望を把握
しています。平成30年度のアンケート結果では「げんきっこまつり」は95％が楽しかったと評価しています。「建物・設
備」、「ログハウスの遊具、貸出品は充実しているか」、「スタッフの対応」等については「ご意見箱」に意見・要望を投稿し
て頂くことで館の運営とサービス改善に取り組んでいます。
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）＞
アンケート集計結果、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）＞
アンケート結果を集計し、「げんきっこまつりアンケート結果報告」にまとめています。集計結果をスタッフ会議で話し合い
対応策を検討し実施しています。
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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で特に課題がないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
対応策を実施している
対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング及びログハウスの現場視認
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
利用者の声に接遇に関しするご意見がありました。スタッフの言葉づかいや応対スキル向上のため、話し方により相手は
如何に受け取るかなどについての接遇研修を、平成30年4月16日全スタッフに実施しています。

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）＞
アンケート集計結果を館内に掲示、目視にて確認。ヒアリング
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（２）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）＞

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）＞
館内に用紙・筆記用具と共にご意見箱を設置
＜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）＞
ヒアリングおよび現場視認
＜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）＞
利用者のご意見、苦情は受付カウンター、ご意見箱の設置、泉区地域振興課、ご意見ダイヤル等で広く収集するように
しています。ご意見箱への投書は館長の回答を掲示、口頭での苦情に対して館内で決められない場合は、担当者が上
飯田地区センターに報告し、館長が関係機関に問合せをするなど、責任を持って回答するようにしています。
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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）＞
苦情解決の仕組みを館内に掲示、目視にて確認。
＜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）＞

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）＞
日常把握したご意見・要望等はスタッフ間の連絡ノートや業務日誌に記述しています。日誌ファイルには業務マニュア
ル・事故災害地震の緊急体制、団体利用・清掃・遊具点検作業日程等がファイルされておりスタッフ間で回覧する際、業
務のルーティンを日常的に振り返る機会となっています。
⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施しているかを確認する。なお、施設だけ
では対応できないものに関しては、市・区等関係機関につないでいるかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
対応策を実施している
対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料(ご意見の記録)
＜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）＞
ご意見箱に寄せられたご意見の中で、「真夏の酷暑対策としてクーラーを入れて欲しい」との声が多数あり、平成29年に
引き続き平成30年もはエアコンを１台増設し、合計２台で空調対策を行っています。
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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。 こどもログハウス委員会等で公表して
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
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）＞
館内に掲示、目視にて確認。ヒアリング
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（３）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）を記述して下さ
の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。（400
い。（50字以内）＞
字以内）＞
各種掲示物及びチラシ、ホームページ、ヒアリング
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

区役所のホームページへの施設案内の掲載やよつ葉の
会の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、チラシの配布など、幅広く情
報提供しています。
＜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）＞
・広報誌。自主事業の案内・チラシは4連合町内会に1,500
部配布。町内掲示板に100部。自治会の会合の機会を捉え
情報提供を行い、18区にある他のログハウスとはお互いに
広報誌を双方向で遣り取りして、情報交換と広報活動を実
施しています。
・パンフレットやチラシを、団体などに利用してもらうため学
校、幼稚園、区役所など、各施設に郵送し幅広く情報提供
しています。
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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）＞
団体利用の予約受付に当たっては ①可能日の場合のみ受付 ②注意事項(伝えること) ③予約が受け付けられない日を
分かり易く大きく掲示して利用者には丁寧に周知しています。学校・幼稚園・保育園・区支援学校や地域教育センターに
は優先して利用できるよう配慮しています。

③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
行っている

評価機関 チェック
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）＞
ヒアリング、資料(パンフレット、チラシ)
＜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）＞
学校や幼稚園保育園は数か月前から、サークルや団体は１ヶ月前からで、予約受付は来館、電話で行っています。予約
状況はログハウス受付で、カレンダー記入して、いつでも利用状況が分かるように掲示しています。

④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30年11月15日スタッフ会議に人権研修実施、てヒアリング
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
横浜市で元人権啓発推進者でもあった現館長が、横浜市人権課資料(心のバリアフリーを目指して)を活用し、ログハウ
スのスタッフ全員に人権研修を実施しています。研修終了にご質疑応答と研修結果をまとめ、実施内容の習熟度を上げ
ています。
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（４）自主事業
①幼児から小学生が楽しめるよう、学校の長期休暇や季節の行事を考慮して適切に自主事業を行っているか？
指定管理者 チェック
適切に実施している

評価機関 チェック
適切に実施している

適切に実施していない

適切に実施していない
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）＞
ヒアリング、資料(事業計画書、行事のチラシ)
＜適切に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）＞
平成３０年度は10件の自主事業計画され、主に週末や夏・冬休みには季節のユニークなイベントを企画しています。毎
年５月に行われるビッグイベント「げんきっこまつり」には、スタッフ考案のゲームを企画し、秋のハロウィンでは工作等のス
キルのあるスタッフがカラフルなビニールで仮装服を手作りしたり、カボチャのランターンなどで子供たちを楽しませてい
ます。毎年大勢のこどもや親が参加して好評を博しています。
②事業計画書等のとおり、事業を実施しているか？
※事業計画書等と事業報告書により確認する。ただし、地域住民や利用者ニーズ、行政の要望のために変更する必要
があった場合、ＰＲをしたにも関わらず参加者が集まらなかった場合など合理的な理由があり、行政と協議のうえ、計画を
変更したものは実施されていると判断する。その場合は、変更内容と変更した理由を明らかにすること。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
実施している
実施している
実施していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（５）図書の管理
①蔵書数を把握する等、適切に管理しているか？
指定管理者 チェック
適切に管理している

評価機関 チェック
適切に管理している

適切に管理していない

適切に管理していない

評価対象外施設

評価対象外施設
評価機関 記述
＜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、現場視認
＜適切に管理していない場合は、その内容と理由について記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
図書の購入は年間の予算の範囲内で賄っており、現在合計４３２冊の本があります。新規購入は図書館司書の経験のあ
るスタッフによって選定されています。年間15冊前後の新規購入されており、本年度は人気がある紙芝居をその内から2
冊手当てしています。
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（６）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活動に ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さ
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
い。（50字以内）＞
ホームページ、広報誌、行事チラシ、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）＞

独自の広報誌の「よつ葉の会広報」を作成・配布していま
す。また、「よつ葉の会ホームページ」で随時、自主事業等
の案内をしています。
ログハウス、地区センターに自主事業のポスターを随時掲
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
示しています。
（200字以内）＞
法人ホームページには、１階２階の各場所や遊具類につい
て写真入りで、子供たちに一目で分かり易いように工夫して
掲載しています。定期的に発行される広報誌には、自主事
業毎に行事内容やお知らせを記載しています。スタッフの
手づくりのポスター、チラシの館内掲示板、自治会掲示板
への掲載、ホームページなどで、幅広く積極的に情報提供
と広報活動を実施しています。

（７）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。
窓口、電話、施設内での挨拶・分かりやすい説明・言葉使 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
い・身だしなみ等について、スタッフ会議で随時接遇の基 （200字以内）＞
本について確認しています。
日常の接遇の標語「笑顔」と「元気な挨拶」と大きく書いた
紙をログハウススタッフ席の壁に掲示し、スタッフ全員に接
遇の基本を徹底しています。接遇対応の基本として、挨
拶、返事の仕方、笑顔、身だしなみ、言葉遣い、動作の基
本等について、「地方自治体の職員接遇研修資料」を使用
し、スタッフ全員を対象とした研修会を実施しています。
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（８）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、「運営委員会」で利用実績の
報告をして、改善点等に対する意見をいただき、順次、対
策を実施しています。
ご意見箱の設置及び回答の掲示によりサービスの向上を
図っています。
サービス提供において、対応したスタッフによる差異が生
じないよう、スタッフ相互の情報共有に努めています。

＜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）＞
・地域連合町内会長からの進言があり、平成30年度の「運
営委員会」に連合エリアから2名の主任児童委員が参加し
てもらうことになりました。
・もの作りや読み聞かせなどの才能を有したスタッフがチー
ムワーク良く、生き生きとして働いています。当ログハウスは
魅力ある職場して地域住民に認知され、多数の応募があり
ます。今後とも一層質の高いサービスの提供がなされるもの
と期待されます。

（９）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）＞
ログハウスを建てた当初は、木のぬくもりを感じながらわんぱくに子供たちが自由に遊ぶことができる屋内公園施設として
運営してきましたが、現在は“子育て支援”を地域で進めていく拠点としての役割が加わり、地域の方にも協力をお願い
しています。横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」の協賛事業に活動の場を提供。友達作りや育児相談には区の福
祉センターによる「子育て支援者による相談」など積極的に応援しています。
＜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）＞

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）＞
日常清掃の作業結果については、業務日誌の裏面に用意されているチェックリストにチェックを入れる形で記録されてお
り、毎日実施知っていることを確認しました。また、公園内に立地しており、かつ昼間は入口ドアが開放されている状態で
運営されている当ログハウスですが、訪問調査当日も靴を脱いで入る室内では、土などによるざらつきもなく気持ちよく
利用できるように清掃されていました。
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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、こどもログハウス（市所有）の備品台帳があるか？
指定管理者 チェック
ある

評価機関 チェック
ある

ない

ない
評価機関 記述
＜（備品台帳が）ない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②こどもログハウス（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利用者が直接使うこどもログハウス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。
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）＞
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（３）施設衛生管理業務
①ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？
※定期的に館内のゴミを回収しているかを資料により確認し、ゴミ容器等から汚臭・汚液等が漏れないよう管理している
かを現場確認する。また、集めたゴミが館内外に長期間放置されていないかも現場確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②本市の分別ルールに沿って適切に分別を行っているか？
※ゴミ容器等により確認する。
指定管理者 チェック
適切に分別している

評価機関 チェック
適切に分別している

適切に分別していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（４）利用者視点での維持管理
①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？
※施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷状況、清掃状況、利用者への配慮等について確認する。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜清潔な状態及び使いやすい施設とするための取組につ ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さ
いて記述して下さい。（400字以内）＞
い。（50字以内）＞
ヒアリング、資料(安全点検マニュアル、物品管理簿)、現
場視認
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

施設・設備・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、スタッフ若しく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。
清掃はスタッフが毎日行い、床清掃等は定期的に専門業 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
者に委託して実施しています。
修繕や各種不具合に対する対応が速やかに行われていま
す。例えば、場所がら蜂が巣を作ることが多いものの、小さ
い場合は自ら、大きかったり危険と判断される場合は、区役
所に報告し撤去するなど対応されています。また、遊具等
についても不具合の確認だけでなく定期的に消毒するなど
衛生面にも配慮しています。

（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）＞
単純に施設設備の維持や管理だけでなく、法人の費用負担でできる範囲のことは設備の改良等も実施されている点は
評価できます。例えば、トイレに幼児が座れるいすを設置したり、館内２階吹き抜け部分の落下防止柵の柵間隔幅が利
用者である年齢の子どもにとっては広いため、落下防止用ネットを全面に設置するなどが、確認できました。
＜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）＞
緊急時の連絡先として消防署、近隣の病院や関係先の電話番号を、ログハウススタッフ席の前のホワイトボードに掲示し
ています。「緊急時の対応フローチャート」、「事故、火災、地震発生時の緊急体制」も掲示し、緊急時にスタッフが関係
先に連絡・対応できるようにしています。

（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）＞
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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）＞
ヒアリング及び資料(カード管理簿)
＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③事故や犯罪を未然に防止するよう、日常、定期的に館内外の巡回を行っているか？
※不審者・不審物の有無、利用していない各室等の施錠・消灯・異常の有無の確認のための館内定期巡回等が定期的
に行われていることを、記録により確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
定期的に行っている
定期的に行っている
定期的に行っていない

定期的に行っていない
評価機関 記述
＜定期的に行っていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
開館時、閉館時の外回りの巡回や街灯等をチェックリストに基づきチェックし、異常の有無を確認し業務日誌に記録して
います。業務日誌は、当施設の運営の情報が集約される情報ステーションとなっており、スタッフも勤務開始時には必ず
目を通すことを徹底することにより、引継ぎ漏れがないようにされています。

（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）＞
清掃遊具点検作業日報で遊具のチェックを行い損傷のない安全な遊具を提供しています。
事故やヒヤリハット、苦情、利用者の動向等の内容に基づき、中学生以上の利用者には利用を遠慮してもらう、夏季はベ
ランダの利用を控える、階段や落下防止柵にネットを張る等、必要な対応を行い、館内での大きな事故の発生防止をし
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）
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※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）＞
事例検討会をスタッフ会議（全職員）で実施
＜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）＞
事故事例をもとにスタッフ会議（全職員）で事故発生時の対応を研修
＜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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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
体制を確保している

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）＞
ヒアリング、現場視認(連絡網の掲示)
＜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）＞

（５）遊具の安全点検
①遊具の安全点検を行っているか？
※マニュアルや点検リスト等、記録を確認する。
指定管理者 チェック
行っている

評価機関 チェック
行っている

行っていない

行っていない
評価機関 記述
＜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）＞
「遊具の安全点検マニュアル」を作成し、室内遊具及び屋外の固定具毎に、安全点検の要点を定めています。トランポ
リンは「鉄骨及びスプリング部分にゆがみや劣化がないか、マットに切れや破損がないか」、またローディの「空気圧は正
常か、亀裂や破損がないか」など、チェックポイントを明記しています。毎日の清掃時に目視及び触って確認し、不具合
があった場合は業務日誌に記録し、館長に報告・指示を受けるようにしています。

②遊具に安全性に関わる損傷等がないか？
※子どもの視線に立って、遊具に危険を感じないかどうか確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
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
＜損傷等がある場合にのみ、その内容について記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
ネット階段やネットブリッジ、のぼり階段等など、専門業者による点検や遊具の修理内容は、清掃遊具点検作業日報等
に記録して、遊具の安全確保を行っています。
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③遊具の使い方について適切に案内されているか？
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜遊具の安全な使い方について、わかりやすく説明するた ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さ
めにどのような掲示や職員対応を行っているか記述して下 い。（50字以内）＞
さい。（400字以内）＞
掲示物、現場視認
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
日常業務の中で気付いたことを業務日誌に記録し、スタッ
フ会議で意見を出し合い、子どもたちが理解しやすい掲示
物の作成に心がけている。
遊具の使い方についてひらがなで、大きく、絵をつけて、分
かり易い掲示物を作成しています。トランポリンを幼児が使
用する際は、スタッフがいる前のロビーで保護者が必ず付
き添うことをお願いしています。館内で遊ぶ子供の様子はス
タッフが見守り、安全な使い方をしているか確認していま
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
す。館内をかわいらしくレイアウトし、気持ち良く使用できる （200字以内）＞
ように清掃や整理を行っています。
遊具の使い方については、その対象となる遊具そのものに
使い方の説明をくくりつけたり、遊具の周辺に掲示物で知ら
せるなど、利用者がすぐに確認できるように工夫されていま
す。記載内容についてもひらがなで、大きく、絵をつけて、
分かり易く作成されており、使用者の立場に立った記載が
なされています。

（６）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。
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

評価対象外施設

評価対象外施設
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）＞
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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）＞
本施設は、消防計画の作成対象外施設のため、消防計画に基づく避難訓練は実施していません。ただし、防火管理者
の届出、館内の入り口及びスタッフルームに消火器を設置、出入り口の避難誘導灯の点検など、火災時等の避難誘導
ができるようにしています。
＜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）＞

（７）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）＞
消防計画の作成対象外施設のため、消防計画に基づく避難訓練は実施していませんが、各種防火施設の維持点検等
を通じ、火災時等の避難誘導ができるようにしています。今後は何らかの想定訓練を定期的に行えると良いと思います。
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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）＞
スタッフ体制は、館長を除きスタッフ８名のローテーション勤務体制で、午前２名(9:00～13:00)、午後２名(13:00～17:00)
の勤務シフトを採用しています。

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）＞
開館時間は午前９時から午後５時まで、定期休館日は毎月第３月曜日(祝日の時は翌平日)、年末年始は１２月２９日から
翌年１月３日までです。開館・閉館時間は、業務日誌に記入されています。
③事業計画書・事業報告書を公表しているか？
※ホームページや館内で公表しているかどうかを確認する。希望者のみに閲覧させている場合、事業計画書や事業報
告書を閲覧できる旨をポスターやホームページ等で周知していれば、公表していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
公表している
公表している
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「閲覧希望の方は、閲覧できる旨」のお知らせを掲示しています。
＜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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
年度当初のスタッフ会議で研修計画を立案しています。個人情報に関する研修及びＡＥＤの操作に関する研修はスタッ
フ全員が受講するように義務づけています。

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
一部の職員に実施していない

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

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：接遇研修、個人情報の取り扱いについて他 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）＞
個人情報、接遇、人権、AEDについてはよつ葉の会全体として計画的に実施しています。また年に数回、必要に応じて
他ログハウスに出向く研修計画を立てていますが、来年1-3月は、大規模修繕の時期を利用して実施予定です。
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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）を記述して下さ
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
い。（50字以内）＞
研修計画書、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。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
法人が運営する上飯田地区センターなどで行う研修、他の
ログハウスへの施設研修、業務に関連する市主催の研修な
どを受講した場合には、研修時間は勤務したものと見なし、
交通費や受講料は法人が負担し、勤務ローテーションを変
更するなど研修に参加しやすい環境を整えています。

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）＞
ヒアリング、資料(研修報告書、回覧)
＜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）＞
研修会に参加した場合は、報告書を作成し、スタッフ会議で報告した後は、ログハウス館内のスタッフコーナーの所定位
置に保管し、スタッフ間で供覧して情報共有できるようにしています。
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⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等を作成し、活用しているか？
※マニュアルは冊子化されていなくても、対応方法・手順が記されたものであれば作成していると判断する。
※活用については、実際に活用しているかどうかをヒアリングにより確認する（新品の使われていないマニュアルが用意
されているだけでは該当しない）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成し、活用している
作成し、活用している
作成しているが、活用していない

作成しているが、活用していない

作成していない

作成していない
評価機関 記述
＜活用していない又は作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
窓口対応などが記載された業務マニュアルを業務日誌にファイリングし、常にスタッフが見やすいように工夫されていま
す。業務マニュアルは、受付時にすべきこと、状況の変化に即応して動く、アスレティック及び遊具の留意点など具体的
に記述されていて、分かりやすいマニュアルになっています。

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）を記述して下さ
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
い。（50字以内）＞
ヒアリング、資料(こどもログハウス業務マニュアル)
＜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）＞

全員参加のスタッフ会議を毎月実施し、業務打合、情報
共有、苦情事例検討等を行っています。
自主事業の実施にあたっては、随時、小ミーティングを行
い、先輩から後輩へのノウハウの継承、情報共有等を図っ
ています。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
スタッフ会議(隔月程度開催)では、利用者からの意見･要
望･サービス向上のための情報交換･意見交換・検討事項
などを審議すると共に、ベテランスタッフが気づいた事柄な
どを他のスタッフに伝えるスキルアップの場にもしています。
日常業務では連絡ノートで情報共有すると共に、新人に対
して受付や支援の場面場面に応じた事例に基づきＯＪＴや
指導を行っています。
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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）＞
横浜市が発行している「横浜市個人情報の保護に関する条例」を参考にして「個人情報の取り扱いについて」を業務日
誌にファイリングして注意喚起が継続できるようにしています。

②個人情報の取扱いに関する管理責任者を明確化しているか？
※管理責任者を明確化し、全職員に周知しているかを確認する（複数の職員に質問する）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
明確化している
明確化している
明確化していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③個人情報の取扱いについて、職員に対する研修を年１回以上実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）
※全ての職員に対して、研修時の資料、出席者名簿等により実際に研修を行っていたかどうか確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない
評価機関 記述
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
個人情報の管理責任者である館長が講師となり、平成３０年４月に法人の職員を対象の「市民生活における個人情報保
護Ｑ＆Ａ」「個人情報取り扱い特記事項」などの資料に基づき個人情報保護制度に関する研修をスタッフ全員参加にて
実施されました。研修資料は、いつでも振り返りができるよう、現場に置いています。

30

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）＞
個人情報保護制度に関する研修終了時に参加した職員から誓約書を提出してもらう仕組みにしています。

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）＞
個人情報の保護マニュアルでは、個人情報の収集・個人情報の利用目的の特定･個人情報の利用制限･個人情報の適
正管理などについて規定しています。こどもログハウス運営にあたっては、個人情報の保護マニュアルに則って運用して
います。利用者から収集する個人情報は必要最低限にとどめ、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏洩･滅失･毀
損などがないように取り扱っています。
⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？
※個人情報を収集する際に、目的外に使用しないことが明記されており、かつ、収集した個人情報を目的以外に使用し
ていないことがヒアリングで確認できた場合に、適切に使用していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に使用している
適切に使用している
適切に使用していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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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、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）＞
ヒアリング、現場視認(パスワードの使用）
＜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）＞
こどもログハウスでは経理事務を行わず、法人の本部がある上飯田地区センターで一括管理しています。

32

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

その他けん制機能を設けている
（具体的に：

）

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）＞
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）＞
経理責任者は館長、経理担当者は上飯田地区センターの経理担当者になっています。こどもログハウスでは自主事業
の出納担当者を置き、自主事業にかかる出納をとりまとめ上飯田地区センターの経理担当者に報告する仕組みにして
います。月一度開催する経理会議では、4館の出納担当が他館の出納の確認を行う仕組みにしています。

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）＞
ヒアリング、資料(収支計算書)
＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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⑤通帳や印鑑等を適切に管理しているか？
※通帳と印鑑等の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

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）＞
通帳及び印鑑の管理は経理責任者である館長が上飯田地区センター内で施錠管理しています。

⑥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）を記述して下さ
（400字以内）＞
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）＞

施設・設備の維持管理費は必要最低限としています。館
内全体の節電に努めています。メモ用紙など、裏紙使用を
励行しています。館長は４館兼任とするなど人件費削減に
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）＞
・現在は、法人スタッフに有資格者がおり、施設の維持、管
理、補修、拡充などの面でアドバイスをもらったり、小規模で
あれば自ら施工して経費削減に繋げています。
・電気の契約相手先を2年前に変更し、電気代を従来より
10％程度削減できました。また来年1-3月の大規模修繕で
は照明がLED化される予定で更なる電気代削減が見込ま
れています。

（５）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）＞
スタッフ8名は、子育てを経験した母親世代のスタッフが多く、落ち着いた雰囲気があります。スタッフの勤務時間帯を午
前・午後に固定せず、シフトを決めるため、、全員がすべての人とペアを組むこととなり、スタッフ間の連携は良好です。
一方では、役割分担表を毎年度作成し、日程、広報、経理などの業務の担当を決め、ベテランのリーダーを中心に8人
のチームワークで、明るい雰囲気でログハウスが運営されています。
＜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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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）を記述して下さ
て下さい。（400字以内）＞
い。（50字以内）＞
ヒアリング及び資料(事業計画書)
＜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）＞

子育て支援など横浜市・泉区と連携した取り組みを進め
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）＞
・横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」の協賛事業者と
して、子育て支援を積極的に応援しています。子育て情報
コーナーには子育てに関する色々な情報を掲示していま
す。
・横浜市・泉区と連携し子育て相談会を毎週開催していま
す。子育てを経験した母親世代のスタッフが多いこともあ
り、利用者の子育てに関しての疑問や相談にも応じていま
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）を記述して下さ
内）＞
い。（50字以内）＞
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）＞
・年間を通じて、スタッフ考案の自主事業を実施して、こども
が楽しめる行事や企画をしています。わくわく理科工作は、
毎年実施しますが、年ごとにテーマを変えてこども達に喜
ばれています。
・このログハウスの基本方針「笑顔と元気な挨拶」をスタッフ
全員が意識して、利用者のこども・付き添いの親や地域の
「よつ葉の会」は４連合自治会が立ち上げたＮＰＯ法人で 人たちに接遇していることが確認されました。
あり、地域に密着した施設の管理運営、自主事業など、あら
ゆる面で地域に密着した活動をしています。
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して
下さい。（200字以内）＞
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◆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）こどもログハウス委員会
（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）利用者アンケート等の
実施・対応
（２）意見・苦情の受付・対応
（３）公正かつ公平な施設利用
（４）自主事業
（５）図書の管理
（６）広報・PR活動
（７）職員の接遇
（８）利用者サービスに関する
分析・対応
（９）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）遊具の安全点検
（６）防災業務
（７）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 仕様書におけるこどもログハウスの運営に関
ンケート結果等
する項目
委員会議事録
仕様書における運営委員会の項目
-

-

利用者アンケート結果の公表媒体 仕様書における広報業務の項目
苦情解決の仕組みや対応策等の仕
仕様書における苦情・要望への対応の項目
組みに関する書類
仕様書におけるこどもログハウスの運営に関
規範・倫理規定等の資料、研修資
する項目及び基本協定書における人権の尊重
料
の項目
事業計画書、事業報告書
仕様書における自主事業の項目
仕様書における書籍管理の項目
チラシ、広報よこはま、HP、パン
仕様書における広報業務の項目
フレット、PR誌等
-

-

-

-

備品台帳
研修資料
-

基本協定書・仕様書・事業計画書における維
持管理の項目
基本協定書における備品等の管理項目
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

公募要項における事故への対応の項目

点検等報告書

機械警備等の契約内容等がわかる
仕様書における盗難の項目
資料、実施状況がわかる資料
事故防止に関するマニュアル、研
修等資料
事故対応に関するマニュアル、研
修等資料
点検リスト
指定管理者災害時対応マニュア
ル、消防計画届出書
-

仕様書における事故への対応の項目
仕様書における事故発生時の対応の項目
仕様書における利用者の安全対策の項目
仕様書における災害発生時の対応項目
-

（１）業務の体制

事業計画書、業務日誌

公募要項における職員配置の項目、仕様書に
おける施設の概要の項目、公募要項における
事業計画書及び事業報告書等の提出の項目

（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

仕様書における職員研修の項目

（３）個人情報保護・守秘義務

個人情報に関する研修資料

（４）経理業務
（５）組織運営及び体制全般
（その他）
Ⅵ．その他

事業計画書、収支決算書

基本協定書における個人情報の保護に関する
項目
-

-

-

こどもログハウス

評価シートチェック項目一覧

大分類

中分類

評価項目

Ⅰ
．
地
域
及
び
携地
域
住
民
と
の
連

（
２
）
こ
ど
も
ロ
グ
ハ
ウ
ス
委
員
会

①地域住民や利用者の
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、こどもログハウス委
員会を開催しているか？
②こどもログハウス委員
会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

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
③こどもログハウス委
員会から抽出した課題
への対応策を講じてい
るか？

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？

非該当

レ 対応策を実施している

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
0

レ 年１回以上実施している

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？

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

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

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？

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

（
３
）
施公
設正
利か
用つ
公
平
な

②窓口に「利用案内」等
を備えているか？

レ 備えている

③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？

レ 行っている

④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 全ての職員に実施している

苦情等が寄せられていない
レ 備えている

備えていない

備えていない
レ 行っている

行っていない

行っていない
レ 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

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幼児から小学生が楽し レ 適切に実施している
めるよう、学校の長期休
４ 暇や季節の行事を考慮し
） て適切に自主事業を行っ
適切に実施していない
業
自 ているか？
主 ②事業計画書等のとお
レ 実施している
事 り、事業を実施している
実施していない
か？
適切に管理している
レ
図（
管
①蔵書数を把握する等、
適切に管理していない
書 ５ 適切に管理しているか？
理 ）
の
評価対象外施設

レ 適切に実施している
適切に実施していない
レ 実施している
実施していない
レ 適切に管理している
適切に管理していない
評価対象外施設
0

不備の数
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アンケート
その他

レ 対応策を実施している

一部対応策を実施していない

レ 設置している

レ

非該当

レ 対応策を実施している

②利用者が苦情や意見
を述べやすいよう、窓口
（ご意見箱の設置、ホー
ムページでの受付等）を
設置しているか？

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？

0
レ 年１回以上実施している

非該当

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？

（
２
）
意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

評価機関 チェック

レ 開催している

不備の数

（
１
）
利
用
者
ア
対ン
応ケ
ー
ト
等
の
実
施
・

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

指定管理者 チェック

0

こどもログハウス
大分類

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

中分類

に（
基１
づ）
遂
く協
行
業定
務書
の等

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

評価シートチェック項目一覧
評価項目

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、こどもログ
ハウス（市所有）の備品
台帳があるか？

レ

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
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
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

ない

ない

②こどもログハウス（市所 レ 揃っている
有）の備品台帳に記され
た備品がすべて揃ってい
揃っていない
るか？

レ 揃っている

③利用者が直接使うこど レ 安全性に関わる損傷等がない
もログハウスの備品に安
全性に関わる損傷等がな
安全性に関わる損傷等がある
いか？

レ 安全性に関わる損傷等がない

①ゴミ処理等における衛
生管理を適切に行ってい
るか？

レ 適切に管理している

レ 適切に管理している

②本市の分別ルールに
沿って適切に分別を行っ
ているか？

レ 適切に分別している

揃っていない

安全性に関わる損傷等がある

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

適切に分別していない

適切に分別していない
0

時（
組
レ 作成している
対１
み ） ①緊急時マニュアルを作
応
成しているか？
整
の緊
作成していない
備
仕急
レ

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

（
３
）
事
故
防
止
業
務
（
４
応）
業
事
務
故
対
具（
点の５
検 安）
全遊

（
６
）
務
防
災
業

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

レ ある

不備の数

（
２
）
防
犯
業
務

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
レ 管理している

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？

レ 作成している

作成していない

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している
協定書等のとおり実施していない

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）
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？

協定書等のとおり実施していない
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
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

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 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

①遊具の安全点検を行っ レ 行っている
ているか？
行っていない
②遊具に安全性に関わ
る損傷等がないか？
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消防計画に基づき、避
難訓練を実施している
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

評価対象外施設

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

0

レ 行っている
行っていない

レ 安全性に関わる損傷等がない

レ 安全性に関わる損傷等がない

安全性に関わる損傷等がある

安全性に関わる損傷等がある

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

レ 評価対象外施設

レ 評価対象外施設

実施している

実施している

レ 実施していない

レ 実施していない
1

不備の数
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1

こどもログハウス
大分類

中分類

評価項目

（
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？

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

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

評価シートチェック項目一覧

②協定書等のとおりに開
館しているか？
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？

指定管理者 チェック

評価機関 チェック

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

レ 協定書等のとおり開館している

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

協定書等のとおり開館していない

レ 公表している

レ 公表している

公表していない

公表していない

レ 作成しており不備がない

レ 作成しており不備がない

作成しているが不備がある

作成しているが不備がある

作成していない

作成していない

レ 全ての職員に実施している

レ 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない

レ 情報共有している

レ 情報共有している

情報共有していない

情報共有していない

レ 作成し、活用している

レ 作成し、活用している

作成しているが、活用していない

作成しているが、活用していない

作成していない

作成していない

①個人情報の取扱いに
レ 整備している
関するルールやマニュア
整備していない
ル等を整備しているか？
②個人情報の取扱いに
レ 明確化している
関する管理責任者を明確
明確化していない
化しているか？

（
３
）
個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

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）

レ 整備している
整備していない
レ 明確化している
明確化していない

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

④個人情報の取扱いに
レ 全ての職員から取っている
ついて、個別に誓約書を
一部の職員から取っていない
取っているか？(常勤・非
常勤に関わらず）
取っていない
⑤個人情報を収集する際
レ 適切に収集している
は必要な範囲内で適切
な手段で収集している
適切に収集していない
か？
⑥個人情報を収集した際 レ 適切に使用している
には、適切に使用してい
適切に使用していない
るか？

レ 全ての職員から取っている

⑦個人情報の漏洩、滅
レ 適切な措置を講じている
失、き損及び改ざんの防
止、その他の個人情報の
一部適切な措置を講じていない
適正な管理のために適
切な措置を講じている
適切な措置を講じていない
か？

レ 適切な措置を講じている

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
レ 適切に使用している
適切に使用していない

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

レ 適切に作成している
①適切な経理書類を作
成しているか？

（
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 適切に作成している

一部適切ではない書類がある

一部適切ではない書類がある

適切に作成していない

適切に作成していない

レ 役割分担を明確にしている

レ 役割分担を明確にしている

その他けん制機能を設けている

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

仕組みを設けていない
レ 明確に区分している
明確に区分していない
レ 存在する
存在しない
レ 適切に管理している
適切に管理していない

不備の数

0

0

不備の合計

1

1
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