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　（５）運営目標

　（６）緊急時対応全般（その他）
Ⅴ．組織運営及び体制

　（４）経理業務

　（６）組織運営及び体制全般（その他）

　（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

　（１）業務の体制
　（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組
　（３）個人情報保護・守秘義務

　（２）防犯業務

　（１０）利用者サービスの向上全般（その他）

　（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）

　（１）緊急時対応の仕組み整備

　（５）自主事業
　（４）公正かつ公平な施設利用

評価結果の総括
Ⅰ．地域及び地域住民との連携
　（１）地域及び地域住民との情報交換
　（２）地区センター委員会等

Ⅱ．利用者サービスの向上

　（９）利用者サービスに関する分析・対応

Ⅲ．施設・設備の維持管理

　（１）利用者会議
　（２）利用者アンケート等の実施・対応

　（３）事故防止業務

　（７）広報・PR活動

　（３）意見・苦情の受付・対応

　（６）図書の貸出し、購入及び管理

　（４）事故対応業務
　（５）防災業務

　（１）協定書等に基づく業務の遂行
　（２）備品管理業務

　（８）職員の接遇

Ⅵ．その他

　（３）施設衛生管理業務
　（４）利用者視点での維持管理

Ⅳ．緊急時対応
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

(2)地区センター委員会等
・松見集会所の指定管理者である横浜市松見集会
所運営委員会は、松見地域の連合町内会を主体
に、青少年指導員、スポーツ推進委員及び、利用
者代表によって構成されています。
従いまして、松見集会所の運営そのものが、地域活
動の一環として位置づけられ、集会所の開催する
各種イベントについては、全て地域のボランティア
が関わっています。
・地域清掃、防災訓練も含め、全て地域の人々との
協働で行われています。

(３)地域及び地域住民との連携全般（その他）
・地域開催行事、ボランティア事業の館内掲示
・地域住民からの問い合わせや相談に対応出来る
よう、地域ボランティアの方との連携を図っていま
す。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

(5)自主事業
・「参加して良かった」「また参加したい」と思ってい
ただける企画を計画立案し実施しています。
0602イベントスタンプラリーでは、民児協・地域社協
の方の協力を頂き、トン汁を提供してイベントを盛り
上げています。また、らくがき大会では、隣接の保育
園児・一般の子供達と父兄の皆さまが待ち望んで
いる自主事業となっております。

(9)利用者サービスに関する分析・対応
・年1度、利用者会議を開催し利用者様からのご意
見を頂き、施設運営に反映しております。事前に利
用者様よりアンケートを配布・収集し、その結果を掲
示板に掲示しております。

(10)利用者サービス向上全般
・利用者の安全面・衛生面はもとより,心地良く利用
して頂けるよう利用者視点に立った取組みを行い、
平成２８年度は３０件のサービス向上に取り組みまし
た。（詳細は別紙参照)

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

(2)備品管理業務
・備品リストを作成し、管理しています。

(3)施設衛生管理業務
・トイレは定期的に清掃し、床面はデッキブラシ等を
用い、水洗いを実施しています。

(4)利用者視点での維持管理
・施設の老朽化に伴い、備品類も古くなってきてお
り、利用者のご意見を踏まえ優先順位を決め、順次
交換・修繕と共に保守点検を実施しています。
（座布団６０枚交換実施H29.9/卓球台の保守点検・
車椅子の保守点検等）

(5)施設・設備の維持管理全般（その他）
・毎年施設点検表（行政）により点検・報告をし関係
先と調整し施設・設備の向上と維持管理に努めて
います。尚 自己完結できる案件はスタッフにて実施
しています。（例）衛生配管改修工事（水道管交換）
/給湯器４台交換/非常放送設備交換/火災報知機
交換/全非常灯バッテリー交換。

※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）

・地域の町内会等の方々が施設運営に係わっているいる
強みを活して、「らくがき大会」、「ちびっこ集まれ」などのイ
ベントの企画から実施までが地域住民の自主的な協力で
計画的に運営されています。７月に開催された「らくがき大
会」では169名（内幼児92名）の地域の方々を集めました。
また、行政との結びつきも強く施設のみで解決できない課
題は市・区等の関係機関にスピーディに繋いでいます。
・本年の地区センター委員会では、利用者から意見・要望
のあった座布団の交換や畳表替えを審議して、座布団の
交換が実施されました。
・スタッフミーティングで「運営要領」に基づきイベント開催
前に事前の協議行い失敗のないイベント運営を心掛けて
います。特に「神奈川区制90周年事業」に協力した「０６０２
スタンプラリー」では、関連した他の施設と協力して豚汁
コーナー、ゲーム、クイズの運営をしました。

・昨年度は施設独自のアンケートを実施して、107枚を回
収しています。アンケートの意見・要望「スリッパが古い」、
「座布団を新しくしてほしい」などを一覧表に整理して課題
化し、スリッパ、座布団をそれぞれ新しい物に交換していま
す。
・平成28度は「0602スタンプラリー」、「ちびっこ集まれ」、
「春休み落書き」など5つの自主事業が実施され地域の
方々794名が参加しています。平成29年度は６つの自主事
業が計画されています。
・平成28年度の施設利用率は49.8%、前年より4.6%伸びま
した。暑いため夏季の利用率は39.7％に減少しましたが、
その対策として「味噌作り」のイベントを2月開催、58%まで
利用率を上げました。
・利用者の意見・要望にとその対策などをパソコンを使って
ビジュアルな記録に残すよう努めています。紙媒体の運用
に加えて、不足分の記録、保存にパソコンを活用する姿勢
は評価できると感じます。

・毎月の定期清掃と2ヶ月毎の窓清掃、空調設備のメンテ
ナンス・清掃、季節ごとの切替が仕様書に基づき適切な業
者に委託され実施されています。加えて、職員による日常
清掃が11項目のチェックリストに基づいて毎日3回実施さ
れています。
・備品台帳に記載のある備品には備品番号のシールが貼
付され、寄贈届により新しい購入品は市に寄贈されていま
す。
・体育室の卓球台は職員の工夫で使用時の注意事項が
貼付され、開閉を容易にするプルハンドルが新設され、事
故防止のために「ストッパー」の強化が3か所実施されて利
用者の安全性を確保しています。
・開館20周年に寄贈された梅の木を中心に業者により毎
年1月エントランスの植栽は丁寧に剪定され、手入れの行
き届いた状態を保っています。春の訪れと共に開花した際
は、地域住民の心の安らぎとなっています。

評価結果の総括
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

(5)防災業務
・年１回、松見連合町内会で行う防災訓練に参加
し、意識高揚をはかっています。
・防火管理者により定期的に自主防火管理をリスト
に従い実施。又、年１回防火管理者による防火管理
教育を実施しています。

(6)緊急時対応全般（その他）
・非常通報（セコム）/火災時/地震時/事故発生時
のマニュアルを作成し配備しています。
（非常放送設備・火災報知器設備の操作完熟訓練
は年1回防火管理教育時に実施しています。）
・台風時の避難場所として開館しました。
(H26.10.13)

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

(1)業務の体制
・1人勤務の為、申し送りノートに必ず記載し重要な
案件は赤丸を付けるとともに、交替時に口頭にても
引き継ぎ、全員が業務の詳細まで把握できるようス
タッフ間の情報共有に努めています。又、スタッフに
て判断出来ない案件に関しては、運営委員会委員
長に遅滞なく指示を仰ぐ体制も構築されています。

(3)個人情報保護・守秘義務
・全員が個人情報保護に関する教育は毎年受講
し、誓約書を提出しています。
・利用者の方の個人情報が記載されている書面は
施錠可能なキャビネット内に保管しています。また、
不要になった書類等は、必ずシュレッダー処理して
います。
・コンピューター内のある個人情報（グループ・団体
情報カード）はパスワードで保護しています。

Ⅵ
．
そ
の
他

＊料理室利用後はガスの元栓、包丁類の数、まな
板の汚れなどを徹底して確認しています。包丁収納
場所は施錠し、まな板は必要に応じ清掃し殺菌処
理をし安全面・衛生面に配慮しています。

＊落とし物・忘れ物はリストにより管理するとともに利
用者にお声掛けをし、半年に１度ロビーに展示し利
用者の方々に視覚による掲示をしています。

・「平成29年度研修計画」で「接遇」、「個人情報の取り扱
い」、「人権擁護」、「公共建物管理」、「神奈川区施設連絡
会議」の５つが計画され、7月には施設管理者を対象とす
る「公共建物の保全に関する研修」、11月には「指定管理
者による事例研修」、12月には「神奈川区地域施設間連携
鍵会議」を実施しています。それぞれ報告書が作成され職
員全員に回覧されています。
・5月と8月にはスタッフミーティングが開催され、「イベント
開催要項マニュアル」に基づいて事前に実施について詳
細に問題が生じないように討議がされています。その結
果、イベントでの不都合は生じていません。
・平成23～2７年のガス使用量データーを分析、冷暖房の
使用にメリハリを利かせることで、平成28年度はガス使用
量を23万円低減しました。夏季は部屋利用中には熱中症
の防止を配慮して積極的に冷房し、利用していない部屋
の冷暖房はこまめに停止しました。

・神奈川区が進めている「神奈川区制90周年事業」は、区
民が神奈川区への愛着を深め、区民各々が「つながり」を
感じて元気に活動することを目的にしています。当施設は
その目的を理解して平成29年度近隣施設と一緒に「０６０２
イベント」を「咲かせよう！花と緑の神奈川区」をテーマに
実施しました。
・スタッフは「報連相」を欠かさず運営委員会長と当施設の
運営を進めています。自主事業の実施前には詳細な事前
打合せを行い、終了後には振り返りを行い課題を抽出して
次回の運営に結び付けると共に、町内会長会議ではその
内容を区に報告すると共に協議を行っています。地域のコ
ミュニケーション向上に向けて着実に施設運営を行ってい
ると感じられます。
・地域住民の高齢化により施設のバリアフリーの対策が必
要であると感じます。

評価機関　記述（400字以内）

・緊急時の対応手順は「緊急時ファイル」まとめられ遵守さ
れています。本年11月に利用者の転倒事故が発生した
際、職員は冷静にマニュアルに従って所轄の消防に連絡
を入れて救急車を手配し適切に対処しています。この対
処で利用者は治癒しました。
・職員により毎日3回11項目のチェックリストに基づいて施
設・設備の安全性やサービスの内容等がチェックされ、結
果は業務日誌に記録されています。事前に危険を察知し
てヒアリハットを防止する研修「ハインリッヒ法則を知る」も実
施されています。
・スタッフ会議時に全員で施設から避難場所までの防災
ルートを実際に歩いて、危険個所の確認をしています。そ
の記録がパソコンに動画として記録されています。
・職員全員が平成28年夏に心肺蘇生やAED、異物除去、
止血法などを学ぶ消防局の「普通救急救命研修」を受講
しています。講習終了後には「救命技能認定証」が発行さ
れ職員全員が携帯しています。
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＜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）＞

地域の町内会などの方々が施設運営を行っている強みを
生かして、イベントを通して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ます。７月に開催された「らく
がき大会」では169名（内幼児92名）を集めて地域の方々
に情報交換の場を提供、全施設が協力開催した「ちびっこ
集まれ」でも地域方々と情報交換に努めていることが確認
できます。

＊指定管理者である横浜市松見集会所運営委員会の運
営委員は、松見連合町内会の町内会長、青少年指導員、
スポーツ推進委員、利用者代表にて構成されており、町内
会の会議、地域の清掃活動、松見連合町内会主催の行
事（松見ふるさとまつり・福祉演芸大会）に参加・協力し、情
報交換や連携を行っています。また、松見連合町内会主
催行事のチラシやポスターは、常時松見集会所内に掲示
しております。
清掃活動にも集会所として積極的に参加し、地域住民と
の情報交換を行っております。
近隣施設を所管しているＮＰＯ法人こらぼネット・かながわ
所管の代表者で構成する代表者会議にも出席し、相互情
報交換しています。
近隣の保育園・幼稚園とも連携し、自主事業も行っていま
す。

　　　開催している

　　　開催していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

資料（ちびっこ集まれ、らくがき大会報告書）、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）＞

Ⅰ．地域及び地域住民との連携

評価機関　記述

指定管理者　記述
＜情報交換・連携を行っている対象及びその内容につい
て記述して下さい。（400字以内）＞

（２）地区センター委員会等

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？

（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？

※議事録により確認する。

評価機関　記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

※地区センター委員会等以外で、地域住民や自治会町内会と情報交換を行う機会を設けているかを確認する。
また、区内のどのような関係機関・施設と連携し、どの程度の頻度で、どのような情報交換を行い、施設の運営改善に
結び付けているのかを確認する。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　　　開催している

　　　開催していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

本年の地区センター委員会では、利用者から要望のあった座布団の交換や畳表替えを審議し、自主事業について実
績と計画が報告されていることが議事録より確認できます。
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評価機関　記述

＜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）＞

（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

地域の町内会等の方々が施設運営を行っている強みを活用して「らくがき大会」、「ちびっこ集まれ」などのイベントが、
運営から実施まで地域住民の自主的な協力で計画的に運営されていると感じます。また、行政との結びつきも強く施
設のみで解決できない課題は市・区等の関係機関にスピーディにつないでいます。

　　　対応策を実施していない

指定管理者　チェック

　　　対応策を実施している

＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

※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。

＜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（資源循環BOX報告書、０６０２スタンプラリー実施要領）、ヒアリング

　　　一部対応策を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

地区センター会議で課題化された「資源循環BOXの対応」について、職員が報告書にまとめて区の窓口に提出し適
切につないでいるこが確認できます。

「０６０２イベントスタンプラリー」開催にあたって当施設が運営する、豚汁コーナー、ゲーム、クイズの運営を課題として
抽出していることが確認できます。また、資源循環局が設置したリサイクルBOXに地域住民が不法投棄する問題への
対応も課題化しています。

　　　特に課題がない 　　　特に課題がない

＜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）＞
資料（運営委員会総会議事録）、ヒアリング

　　　非該当

＜評価で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

　　　一部対応策を実施していない

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？

評価機関　チェック

　　　対応策を実施している

　　　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

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）＞

　　　対応策を実施していない

評価機関　記述

　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当
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　　　特に課題がない 　　　特に課題がない

　　　非該当

＜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）＞

　　　非該当

　　　課題を抽出していない

※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

　　　課題を抽出している

　　　課題を抽出していない

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？

※議事録により確認する。
指定管理者　チェック

評価機関　記述

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「座布団が汚れている」や「畳がささくれている」などに加えて予約に関する3件の要望、和式トイレの洋式化、無料WiFi
対応、駐車できる車の台数の増などの要望・意見を課題として抽出していることが確認できます。

②利用者会議からサービスに係る課題を抽出しているか？

資料（利用者会議議事録）、ヒアリング

評価機関　チェック

本年2月に利用者会議が開催され、利用団体より20名とスタッフ、区の担当者が出席していることが議事録より確認で
きます。

　　　開催していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　開催していない

　　　開催している

（１）利用者会議

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

評価機関　チェック

　　　課題を抽出している

　　　開催している

Ⅱ．利用者サービスの向上
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＜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）＞

　　　非該当 　　　非該当

※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

　　　実施していない

評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

各部屋の座布団60枚が新しいものに交換され、畳表替えは区と協議中です。施設の予約に関する要望、和式トイレの
洋式化、無料WiFi対応、駐車できる台数増については対応ができない旨を利用者に丁寧に説明されていることが確
認できます。

　　　一部対応策を実施していない

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング、現場確認

　　　年１回以上実施している

　　　実施していない

評価機関　記述

指定管理者　チェック

評価機関　チェック

　　　対応策を実施している

＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞

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？

　　　年１回以上実施している

※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。

①サービス全体に対する利用者アンケート等を、年1回以上実施しているか？

（２）利用者アンケート等の実施・対応

　　　対応策を実施している

評価機関　記述

　　　対応策を実施していない

＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　対応策を実施していない

平成２8年度の施設の独自アンケートが今年1月10日から2月18日の期間に20団体と利用者に配布され、107枚が回収
されていることが確認できます。

＜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）＞

　　　一部対応策を実施していない

アンケート

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

　　　課題を抽出していない　　　課題を抽出していない

③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？

評価機関　チェック

　　　特に課題がない

　　　対応策を実施している 　　　対応策を実施している

利用者アンケートで挙げられた要望・意見は「アンケートご意見・ご要望」の一覧表に整理され、「スリッパが古い」、「座
布団を新しくしてほしい」、「和式トイレの洋式化」、「カラオケシステムのグレードアップ」などが課題として抽出されてい
ることが確認できます。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

　　　課題を抽出している 　　　課題を抽出している

評価機関　記述

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
資料（アンケートご意見・ご要望）、ヒアリング

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

　　　非該当 　　　非該当

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

利用者アンケートから抽出した２つの課題、「スリッパが古い」、「座布団を新しくしてほしい」に対してスリッパ、座布団を
それぞれ新しい物に交換されていることが確認できます。

評価機関　記述

指定管理者　チェック

※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。

　　　対応策を実施していない 　　　対応策を実施していない

　　　特に課題がない

評価機関　チェック

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認（館内掲示版「ご意見・ご要望」）、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）＞

　　　非該当

　　　一部対応策を実施していない 　　　一部対応策を実施していない

　　　非該当
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　　　情報提供しているが、一部不備がある

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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）＞

現場確認、ヒアリング
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

利用者アンケートの結果は「ご意見・要望」、「対応状況」が施設入口に掲示されいることが確認できます。

　　　情報提供している 　　　情報提供している

（３）意見・苦情の受付・対応

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

評価機関　チェック

　　　公表している 　　　公表している

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？

※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

　　　公表していない 　　　公表していない

評価機関　記述

④利用者アンケート等の結果及び課題の対応策を公表しているか？

※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。

　　　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

指定管理者　チェック

ご意見ダイヤルの利用方法は館内階段と入口近くのホワイトボードの2か所で情報を提供していることが確認できま
す。

　　　非該当 　　　非該当
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　　　設置している

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

利用者が苦情や意見を述べやすいように、受付カウンターにご意見箱が設置されていることが確認できます。

＜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（館内掲示）、ヒアリング
＜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）＞

＜周知方法を記述して下さい。（100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

　　　仕組みがある

※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

　　　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

＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞

　　　設置している

　　　仕組みがある

　　　仕組みがない 　　　仕組みがない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

利用者と施設のコミュニケーションが良いため主に利用者はスタッフに口頭で要望・意見を伝えています。ここ数年「ご
意見箱」への投書はありません。

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

　　　設置していない 　　　設置していない

評価機関　記述

＜設置していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述

利用者が確認しやすい施設入口に苦情解決の仕組みを掲示していることが確認できます。

＜周知していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

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

※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

　　　公表している

＜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）＞

　　　公表していない 　　　公表していない

資料（8月～10月スタッフ引継ぎノート）、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）＞

利用者から8月末に洋式トイレのドアーを開閉する時に重たいとの指摘があり、当日職員がキャスターレールを部分ク
リーニングして問題を解決しています。また、玄関のマットに段差が生じ転倒の危険性があるとの指摘には、マットの接
着を修正して対応していることが確認できます。

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

⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？

　　　公表している

　　　対応策を実施していない 　　　対応策を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

利用者からの要望・意見は「スタッフ引継ぎノート」に記録され、対策が職員間で検討されていることが確認できます。

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？

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？

評価機関　記述

スタッフ引継ぎノートに記録された利用者からの意見・要望の対処については、「サービス向上及び経費削減」として記
録して対処を区に写真添付して報告していることが確認できます。指摘を受けた利用者にはスタッフが直接口頭で結
果を説明していることが確認できます。

＜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（サービス向上及び経費削減）、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）＞

＜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）＞

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

評価機関　記述

※1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を
行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示しているかを確認する。 利用者会議等で公表している場合
は、議事録の記載内容を確認する。また、当該利用者のプライバシーを侵害しないよう配慮しているか確認する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※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。

　　　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
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評価機関　記述

※目視により確認する。

＜備えていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

・利用者案内は近隣施設に5部づつ配布されています。
・自主事業案内チラシが事業ごとに作成され、地域町内会
館の各掲示板に掲示れています。また、４０部が地域の町
内会に配布され町内会で必要数が増す刷りされて回覧さ
れています。加えて、連合会館、近隣2か所の保育園にも
配布されています。

資料（利用者案内、職員研修報告書）、ヒアリング

　　　備えている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「利用案内」が入口に整備されていることが確認できます。

　　　備えている

（４）公正かつ公平な施設利用

①施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情報を、地域に幅広く提供しているか？

②窓口に「利用案内」等を備えているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

松見集会所は、誰もが読みやすく解りやすいよう文字を大
きく且つルビを付けた利用案内を、受付窓口に設置してい
ます。また、この利用案内については、近隣施設（神之木
地区センター、神奈川中学校コミュニティハウス、浦島丘
中学校コミュニティハウス、老人福祉センターうらしま荘）に
置き、PRに努めています。

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
報の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。
（400字以内）＞

＜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）＞

　　　備えていない 　　　備えていない
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＜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）＞

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

　　　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

⑤人権擁護に関する研修等を、年１回以上、職員に対して実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

※研修としては市が主催する研修等も含まれる。全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

利用者が「利用要綱」をすぐに閲覧できるように、受付に閲覧の対応について周知していることが確認できます。

＜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

　　　行っている

　　　行っていない 　　　行っていない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

昨年は12月に人権擁護に関する研修が実施され、出勤簿で6名の職員全員の受講が確認できます。本年は1月１６～
２６日に実施を予定しています。

＜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）＞

施設の予約が重複した場合は、毎朝9時にあみだくじを実施して抽選を行い利用者に対して公平な対応に努めていま
す。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料（29年度コラボ全体研修、出勤簿）、ヒアリング

＜閲覧できない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

※要望があればすぐに閲覧できるようになっているか確認する。
指定管理者　チェック

③窓口では利用者が「利用要綱」を閲覧できるか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　閲覧できる 　　　閲覧できる

　　　閲覧できない 　　　閲覧できない

　　　研修を実施していない

評価機関　チェック

評価機関　記述

評価機関　記述

　　　研修を実施していない

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

13



　　　実施している

　　　実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

平成29年度は6事業が計画されています。平成28年度は「0602スタンプラリー」、「ちびっこ集まれ」、「春休み落書き」
など5事業が計画され提供されています。自主事業の内容は「一般向け」2事業、「親子向け」3事業と利用者の年齢、
性別等に偏らない幅広い事業内容となっていることが確認できます。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料（平成29年度自主事業計画表）、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）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※施設で実施している自主事業の内容を確認し、年齢、性別等に偏らず多くの住民が参加できるような幅広い事業内
容が全体として提供されているかを確認する。

　　　年齢や性別が網羅できていない 　　　年齢や性別が網羅できていない

　　　年齢や性別が網羅できている 　　　年齢や性別が網羅できている

（５）自主事業

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）＞

①世代等を網羅した自主事業を提供しているか？

　　　実施していない

　　　実施している

評価機関　記述

②事業計画書等のとおり、事業を実施しているか？

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

自主事業は平成28年度に5事業が計画され、実施されていることが確認できます。全事業合計で794名が参加してい
ます。
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜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）＞

（７）広報・PR活動

松見集会所は、一人勤務のため、毎月定例のたよりなどは
発行しておりませんが、集会所主催の自主事業開催時に
は、必ずスタッフ手作りのチラシ、ポスターを作り、地域の
掲示板に張り出しています。　また、松見地区連合町内会
の会議への出席や、近隣の幼稚園、保育園に訪問するな
ど、チラシ、ポスターと共に口頭でPRを行っています。
自主事業の模様は、記録として映像に残し、次の自主事
業に反映するよう保存しています。

資料（5事業のチラシ、自主事業チラシ配布状況配布状
況)、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）＞

自主事業の開催前に約70枚のチラシが作成され、町内会
に48部ほか保育園、学童クラブに毎回定量が配布されて
います。町内会に配布されたチラシは各町内会で必要枚
数コピーされ回覧、配架されていることが確認できます。

　　　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る

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

＜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）＞

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？

＜施設全体及び各事業に関する具体的な広報・ＰＲ活動
について記述して下さい。（400字以内）＞

＜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

①図書の新規購入の際は、適切な選定をするため、利用者から希望をとっているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　利用者から希望をとっていない 　　　利用者から希望をとっていない

評価機関　記述

（６）図書の貸出し、購入及び管理

　　　評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設） 　　　評価対象外施設（＝貸出を行っていない施設）
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※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。

※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。

勤務体制が一人勤務のため、トイレ清掃時や施設内外の
巡回等にて受付を離れるときは、ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ（清掃中/施設内
外巡回中）を受付カウンター上に掲示するとともに電話の
子機を持ち歩いて利用者へのご不便を最小限になるよう
配慮しています。
受付の対応は、「笑顔で温かみのある」接遇に努めており
ます。また、電話による対応時は、施設名・名前を必ずお
伝えし、ご利用者の内容は復唱し相互確認しています。

＜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）＞

・利用者には「笑顔で温かみのある」姿勢で利用者に接す
るように努めていることが確認できます。。
・一人体制のため巡回中には受付に巡回中のプラカード
を掲示して、電話子機を携帯して利用者に不便を掛けな
いように努めていることは評価できると感じます。

（８）職員の接遇

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
づかい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組
内容について記述して下さい。（400字以内）＞

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜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）＞

松見集会所施設の各部屋ごとの利用者数は集計していま
せんが、各部屋の利用率は集計しています。また、利用者
数は各年度ごとに階層別、且つ団体利用者・個人利用者
別に集計して分析し、利用者の立場に立った運営に努め
ています。
利用者数以外にも、年度毎に電気使用量・ガス使用量・水
道使用量・サービス向上経節削減・自主事業のデータを
パワーポイントにて纏め、データとして保存・分析し、次年
度の取り組の資料として保存しています。これらの結果を
スタッフミーティングで情報共有し、節電・節水に努めてい
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）＞

（９）利用者サービスに関する分析・対応

指定管理者　記述 評価機関　記述

＜利用者サービス（部屋別・時間帯別の利用実績、アン
ケート、意見･苦情等）について、指定管理者としてどのよ
うに分析をしていて、それに対して現状はどのように対応
しているのか、又今後どのように対応していこうと考えて
いるのかを記述して下さい。＞（400字以内）＞

・利用実績表より、平成28年度の施設利用率は49.8%で前
年より4.6%伸びています。
・4月の施設利用率は47.7％でしたが、暑いため夏季は
39.7％に減少しました。対策として、2月に「味噌作り」のイ
ベントを開催して、58%まで稼働率を上げ前年の実績を上
回る結果を確保しています。
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

当施設内には体育室があり地区センターに近い施設です。職員一名体制であるものの、ITスキルが高い職員が利用
者の意見・要望の対策結果などをビジュアルに記録に残すよう努めています。紙媒体の運用に加えて、記録、保存に
パソコンなどを活用する姿勢は評価できると感じます。

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

IT活用に対応した個人情報の保護について、「プライバシーマーク制度」などの活動が進んでいます。当施設のITを
活用した生産効率向上に伴い「プライバシーマーク制度」の勉強されてはいかがでしょうか。

（１０）利用者サービスの向上全般（その他）

評価機関　記述
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　　　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）＞

①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？

Ⅲ．施設・設備の維持管理

（１）協定書等に基づく業務の遂行

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり管理していない 　　　協定書等のとおり管理していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

毎月実施される定期清掃と2ヶ月毎の窓清掃が適切な業者に委託され、空調設備のメンテナンス清掃、季節ごとの切
替も仕様書に基づき適切な事業者に委託され実施されていることが確認できます。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？

※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常清掃・整理整頓や、定期的な清掃（床掃
除及び窓清掃）を実施しているかどうか記録を確認する。
日常清掃に関しては、チェックリストを用いて記録しているかを確認する（チェックリストでなくとも、実施記録が存在すれ
ば実施していると判断する）。

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

＜評価で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「巡回業務日誌」に記載された11項目のチェックリストに基づいて毎日3回実施され、料理教室の包丁の有
無なども記録されていることが確認できます。毎月１回、防火管理者による6項目がチェックされ、四半期に１回非常灯
点検、消火器の点検が９月１４日の「消火器チェックリスト」で確認できます。

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）＞

※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常保守管理及び定期点検の実施状況を確
認するため、評価対象期間のうち任意で1カ月分を抽出し、記録が存在するかどうかを確認する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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※施設の利用状況により確認できない備品を除き、現物を確認する。
※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。

　　　揃っていない

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　ある 　　　ある

　　　ない 　　　ない

（２）備品管理業務

②地区センター（市所有）の備品台帳に記された備品がすべて揃っているか？

※評価対象年度に購入した新規備品に関しては、書類上記載されたものが存在するかどうかを確認する。
その他の備品に関しては、任意で5つの備品（高額備品を優先する）を備品台帳から抽出して、存在するかどうかを確
認する。

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）＞

指定管理者　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）＞

評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

職員の工夫で体育室の卓球台には使用時の注意事項が貼付され、開閉を容易にするプルハンドルが新設され、事故
防止のために「ストッパー」の強化が3か所実施されて利用者の安全性が確保されています。

評価機関　チェック

　　　揃っている 　　　揃っている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜（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）＞

全ての備品が市所有であり、寄贈届で新規購入認が市に寄贈されていることが確認できます。

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）＞

備品台帳に記載された「ノートブックパソコン」には備品番号のシールが貼付され、その存在が確認できます。他に抽
出した高額備品にも備品台帳に記載された備品番号のシールが貼付され同様にその存在が確認できます。

③利用者が直接使う地区センターの備品に安全性に関わる損傷等がないか？

指定管理者　チェック

　　　安全性に関わる損傷等がない

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

ゴミ容器が分別ルールに基づいて館内に設置され、市の分別ルールに沿って適切に処理されていることが確認できま
す。

評価機関　記述

　　　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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に分別している 　　　適切に分別している

　　　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）＞

（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

定期的に館内のゴミを回収して適時に処理していることが現場確認で確認できます。

②本市の分別ルールに沿って適切に分別を行っているか？

※ゴミ容器等により確認する。

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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※施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷状況、清掃状況、利用者への配慮等について確認する。

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）＞

建築後3７年が経過しているため館内に敷設された水道管より水漏れが発生して、平成27年7月から約半年間を掛けて
水道配管を施設外壁面に新たに敷設しています。

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

毎年1月にエントランスの植栽は開館20周年に寄贈された
梅の木を中心に業者により丁寧に剪定され、手入れの行
き届いた状態になっています。

（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

＜清潔な状態及び使いやすい施設とするための取組につ
いて記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

（４）利用者視点での維持管理

①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？

指定管理者　記述 評価機関　記述

＜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）＞

施設は、建築後３７年となり老朽化が進んでいます。
当施設のご利用者は、高齢者が非常に多いので、特に安
全面に配慮し、安心してご利用して頂けるようスタッフによ
る館内外の巡回を、１日3回実施しています。また、スリッパ
での階段昇降時など、声かけをして注意喚起を行っていま
す。
清掃についても、トイレは水撒き洗浄となる為、高齢者の
利用の少ない夜間に実施しています。
また、巡回時に発見した不具合は、遅滞なく迅速に対応し
ています。

植栽は、年1回毎年1月に、剪定作業を行っています。
玄関周りには、自主的に草花をプランター栽培し、来館者
に喜んでいただいております。

資料（巡回業務日誌）、ヒアリング、現場確認
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＜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）＞

＜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）＞

緊急時の対応手順は「緊急時ファイル」記載されています。11月に利用者が転倒し、マニュアルに従って所轄の消防
に連絡を入れて救急車を手配し適切な処理が施されていることが確認できます。利用者は骨折しましたが、治癒しまし
た。

　　　　　　　　　　　　　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 　　　協定書等のとおり実施していない

　　　評価対象外施設

評価機関　記述

①協定書等のとおり防犯業務を実施しているか？

※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。

※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

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

（２）防犯業務

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　評価対象外施設

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞

評価機関　記述

　　　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

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？

　　　作成していない 　　　作成していない

警備会社より昨年8月に2回の出動があり、発報記録が確認できます。異常の発生はなくセンサー交換を実施していま
す。
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評価機関　チェック

　　　適切に管理している

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞

　　　定期的に行っていない 　　　定期的に行っていない

指定管理者　チェック

評価機関　記述

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　定期的に行っている

※鍵の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。

資料（施設鍵管理一覧）、ヒアリング、現場確認

＜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）＞

「施設管理者一覧」に鍵の管理者を明記しています。「鍵受渡履歴」には入館に伴う鍵の使用者が記録され、半年ごと
に受取状況が更新されていることが確認できます。

　　　定期的に行っている

　　　適切に管理している

指定管理者　チェック

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

※不審者・不審物の有無、利用していない各室等の施錠・消灯・異常の有無の確認のための館内定期巡回等が定期
的に行われていることを、記録により確認する。

　　　適切に管理していない

評価機関　チェック

巡回業務日誌から毎日3回の館内定期巡回が行われていることが確認できます。

＜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鍵を適切に管理しているか？

評価機関　記述

　　　適切に管理していない
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

資料（防災ルート確認動画、事故・災害防止マニュアル、ハインリッヒ法則まとめ）、ヒアリング

評価機関　記述

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

　　　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

　　　チェックしていない 　　　チェックしていない

＜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）＞

＜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）＞

（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？

　　　研修を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　一部チェックに不備がある

　　　研修を実施していない

巡回業務日誌に記載された11項目のチェックリストに基づいて施設・設備の安全性やサービスの内容等がチェックされ
ていることが確認できます。

・研修資料よりハインリッヒ法則を知ることで、危険を察知してヒアリハットを防止する研修がされていることが確認できま
す。
・スタッフ会議時に全員で施設から避難場所までの防災ルートを実際に歩いて、防災ルートの危険個所の確認をして
います。日頃の訓練は防災事故発生時に冷静な対応が可能になると感じます。

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。

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)＞

　　　チェックしている

※施設・設備の安全性やサービス内容等のチェックの記録を確認する。

　　　一部チェックに不備がある

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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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）

＜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)＞

＜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）＞

資料（研修計画）、ヒアリング

　　　体制を確保している

事故発生時の連絡網が事務室内に掲示されていることが確認できます。

評価機関　チェック

評価機関　記述

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

（４）事故対応業務

　　　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

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

平成28年7、8月に心肺蘇生やAED、異物除去、止血法などを学ぶ消防局の「普通救急救命研修」を職員全員が受講
しています。講習終了後には「救命技能認定証」が発行され職員全員が携帯しています。更に、地域防災拠点訓練に
参加して救急救命について研修を受講していることが確認できます。

＜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）＞

指定管理者　チェック

※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。

　　　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

＜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

評価機関　チェック

　　　体制を確保している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　評価対象施設だが、作成していない 　　　評価対象施設だが、作成していない

（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。

＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　評価対象施設であり、作成している

　　　実施していない 　　　実施していない

評価機関　記述

（６）緊急時対応全般（その他）

＜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）＞

訓練の実施記録（動画）により、本年10月に当日施設を利用していた利用者とスタッフなどが料理室より火災が発生し
たことを想定した避難訓練を実施していることが確認できます。

②消防計画に基づき、避難訓練を実施しているか？

※訓練の実施記録により確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　実施している 　　　実施している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

緊急時の対応のマニュアルを作成して、対応は区の要請に従う体制を取っていることが確認できます。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　評価対象外施設である 　　　評価対象外施設である

　　　評価対象施設であり、作成している

評価機関　記述

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

地域の施設として「緊急時対応マニュアル」を整備して、避難訓練を定期的に実施しています。

※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。
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＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞

　　　協定書等の職員体制をとっている 　　　協定書等の職員体制をとっている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　チェック

　　　協定書等のとおり開館している 　　　協定書等のとおり開館している

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

指定管理者　チェック

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

　　　協定書等の職員体制をとっていない

評価機関　記述
＜協定書等の職員体制をとっていない場合は、その状況と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　協定書等の職員体制をとっていない

「勤務予定表」より訪問調査当日と12月の各日の出勤が適正に行われていることが確認できます。

②協定書等のとおりに開館しているか？

＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

Ⅴ．組織運営及び体制

（１）業務の体制

①協定書等で定めた職員体制を実際にとっているか？

※訪問調査当日の職員の出勤状況と訪問日以外の出勤簿等の両方で確認する。なお、必要な職員体制がとれてい
ないことについて、横浜市と調整できている場合はとっていると判断する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　協定書等のとおり開館していない 　　　協定書等のとおり開館していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「巡回業務日誌」の記録より開館、閉館が規定の時間に適切に実行されていることが確認できます。

③事業計画書・事業報告書を公表しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　公表している 　　　公表している

　　　公表していない 　　　公表していない

評価機関　記述

事業計画・事業報告書の公表は、受付に閲覧可能である旨をポスターで周知しています。

＜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）＞
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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）

※全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。

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

＜不備がある、又は作成していない場合は、その内容と理由を記述して下さい（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「平成29年度研修計画」で「接遇」、「個人情報の取り扱い」、「人権擁護」、「公共建物管理」、「神奈川区施設連絡会
議」の５つが計画されていることが確認できます。

＜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）＞

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）

※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

　　　作成しており不備がない 　　　作成しており不備がない

評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

＜確認手段（資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（５0字以内）＞

研修内容5つのテーマ「接遇」、「個人情報の取り扱い」、「人権擁護」、「公共建物管理」、「神奈川区施設連絡会議」を
全ての職員に対して行っていることが確認できます。

　　　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

　　　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

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

資料（平成29年度研修計画）、ヒアリング
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＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に
ついて記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

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に、研修会
に参加する職員の研修費・交通費が「交通費精算書」より
職員に支給されていることが確認できます。

　　　情報共有していない

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。

＜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）＞

全スタッフが、松見集会所の運営・業務遂行に円滑かつ
万全の体制で関われるよう、各種研修に精力的に参加し
ています。
研修参加時は所定の研修費・交通費は支給されていま
す。

資料（交通費精算書）、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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　　　情報共有している 　　　情報共有している

　　　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（職員研修報告書）、ヒアリング

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

7月に受講した施設管理者を対象とする出前研修「公共建物の保全に関する研修」の報告書が作成され職員全員に
回覧されていることが確認できます。11月には「指定管理者による事例研修」、12月には「神奈川区地域施設間連携鍵
会議」にそれぞれ出席して報告書が作成され職員全員に回覧されています。
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

イベント開催の前（5月、8月）にはスタッフミーティングが開
催され、「イベント開催要項マニュアル」の内容について討
議されています。12月にも同様の会議が予定されていま
す。また、スタッフ間の情報共有が「申し送りノート」に記録
され引き継がれていることが確認できます。

評価機関　チェック

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）＞

　　　作成していない 　　　作成していない

※マニュアルは冊子化されていなくても、対応方法・手順が記されたものであれば作成していると判断する。
※活用については、実際に活用しているかどうかをヒアリングにより確認する（新品の使われていないマニュアルが用
意されているだけでは該当しない）。

スタッフミーティング時において、問題点・課題等を話し合
い、スタッフ全員のベクトルを合わせるとともに情報共有に
努め、必要により関連マニュアルの改訂を実施していま
す。
又　勤務体制が一人勤務の為に、申し送りノートによる情
報共有と周知を行っています。

＜その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みに
ついて記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

資料（イベント開催マニュアル、申し送りノート）、ヒアリング

指定管理者　記述

横浜市松見集会場「スタッフ業務」に窓口等の対応手順が記載され、記載された内容に従って毎朝、昼、夜の業務が
行われ連絡事項などが詳細に記録されていることが確認できます。

⑥その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みを行っているか？

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

＜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）＞

　　　作成し、活用している 　　　作成し、活用している

　　　作成しているが、活用していない 　　　作成しているが、活用していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述
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　　　明確化していない

　　　整備している 　　　整備している

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述

③個人情報の取扱いについて、職員に対する研修を年１回以上実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

　　　整備していない 　　　整備していない

＜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）＞

（３）個人情報保護・守秘義務

＜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）＞

　　　明確化していない

評価機関　記述

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等を整備しているか？

※個人情報保護のための具体的な取扱方法や留意事項を記載したマニュアル等を整備しているかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※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

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 評価機関　チェック

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「個人情報保護研修ファイル」に個人情報保護のための具体的な取扱方法や留意点を記載して整備していることが確
認できます。

　　　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

個人情報の取り扱いに関する責任者を明確化して、館内入口に掲示して周知していることが確認できます。

　　　明確化し、周知している 　　　明確化し、周知している

個人情報の取り扱いについて平成28年度は11月に、平成29年度は5月に全ての職員に対して実施していることが確
認できます。

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

　　　明確化しているが周知していない 　　　明確化しているが周知していない
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指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　一部の職員から取っていない

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。

⑤個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な手段で収集しているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に収集している 　　　適切に収集している

　　　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)＞

本年5月に実施され、職員7名全員より個別に誓約書を取っていることが確認できます。

　　　適切に使用していない 　　　適切に使用していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

個人情報を収集している「団体利用許可申請書」、「自主事業参加申込書」、「スタンプラリー参加申込書」、「傷害保険
加入用紙」に収集した個人情報を目的外に使用しないことが明記されています。当施設は個人情報を適切に使用して
いると判断します。

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

　　　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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「団体利用許可申請書」、「グループ団体情報カード」などでから必要な範囲の個人情報が適切に収集されていると判
断します。

＜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）＞

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

※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。
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現場確認、ヒアリング

⑦個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために適切な措置を講じて
いるか？

※個人情報を適正に管理するため、離席時のコンピュータのロック、コンピュータや個人情報の含まれた書類等の施
錠保管、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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

コンピューターは離席時にロックされるようパスワードが設定され、コンピューター内の個人情報ファイルへは同様にパ
スワードが設定されています。不要な個人情報の含まれた書類等はシュレッダーにより廃棄されていることが確認でき
ます。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に作成している 　　　適切に作成している

　　　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）＞

（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。

　　　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

＜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）＞

＜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）＞

出納帳より自主事業における実費と収入、会議費、小口現金（コピー、電話）が明確になっていることが確認できます。
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　　　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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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）＞

指定管理料が運営委員会長に入金され、施設職員からの申請に対して会長が承認をする役割分担が確認できます。

③当該施設に係る経理と団体のその他の経理を明確に区分しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　明確に区分している 　　　明確に区分している

　　　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

＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料（予算書兼決算書）、ヒアリング

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）＞

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？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※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。

収支決算書に記載のある費目に関して、12月に引落が発生したガス代金と他２つの項目に対する伝票の存在が確認
できます。

＜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）＞

　　　存在する 　　　存在する

　　　存在しない 　　　存在しない

＜仕組みを設けていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

②経理と出納の相互けん制の仕組みを設けているか？

※経理責任者と出納係の役割分担を明確にしているか、又はその他けん制機能があるか確認する。
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

＜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（通帳）、ヒアリング

　　　仕組みを設けていない 　　　仕組みを設けていない
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＜目的に沿わない支出がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　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）＞

通帳が事務所内金庫に保管され、印鑑を会長が保管していることが確認できます。

⑥ニーズ対応費の執行状況について、ニーズと対応した支出となっているか？

＜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、現場確認

※ニーズ対応費として発生した支出内容に関し、品目、数量、金額を確認し、目的に沿った支出となっているかを確認
する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　目的に沿わない支出がある 　　　目的に沿わない支出がある

評価機関　記述

　　　目的に沿って支出している 　　　目的に沿って支出している

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

⑤通帳や印鑑等を適切に管理しているか？

※通帳と印鑑等の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。

　　　適切に管理していない

　　　評価対象外施設 　　　評価対象外施設

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
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＜評価で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年度自己評価結果に基づき、本年度は区政90周年を記念した自主事業の実施を目標として実施を進めていま
す。

　　　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）＞

（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 評価機関　チェック

　　　全て反映されている 　　　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

施設設備・備品等の不具合・損傷があった時には、極力ス
タッフによる修理・補修につとめています。
ご利用者が安全にご利用できるよう配慮しながら、不要な
照明は消し、電気使用量を削減しました。
冷暖房設備は、ガスを使用している為、特に夏場のガス使
用量が増加傾向（データ分析による）にありますが、健康
面を充分に配慮した冷房運転を心掛けながら工夫し、Ｈ２
８年度のガス使用量は、対前年比で約２３万円の削減とな
りました。
上記のほかにも、スタッフ全員の取り組みにより、Ｈ28年度
は、サービス向上経費節減を３０件実施しました。

ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

平成26年度冷房システムのクリングタワーをオーバーホー
ル後、平成23～2７年までのガス使用量のデーターを分
析、利用者のシニア層の健康面を配慮して夏季は積極的
に冷房を使用して熱中症の防止を行い、反面利用利用者
がいない部屋の空調をこまめに停止することを励行しまし
た。その結果、平成28年度のガス使用量が23万円低減し
ています。

＜経費節減に向けての取組みについて記述して下さい。
（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

指定管理者　記述 評価機関　記述

⑦経費削減に向けての取組みを行っているか？
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評価機関　記述

＜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）＞

年2回業務点検を行い、結果を業務点検シートにまとめています。業務点検シートに記載された課題や目標、その進
捗について毎月区の副区長、地区担当が出席する「町会長会議」で協議されていることが確認できます。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料（平成28年度業務点検結果シート）、ヒアリング

※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

＜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？

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料（平成28年度業務点検結果シート）、ヒアリング

　　　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

　　　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

　　　全て対応していない 　　　全て対応していない

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
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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
周知・共有について記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

毎年、年度初めのスタッフミーティング、及び、運営委員会
において、昨年度の収支決算報告や、映像を交えた自主
事業報告を行い、1年間の振り返りをしながら、そこから見
えた改善点を、今年度の運営に生かせるよう、今後の取り
組みについて話し合っています。
また、利用者会議・アンケートで抽出された利用者からの
要望を一つ一つを取り上げ、検討しています。

ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

運営委員会長とスタッフが「報連相」を欠かさず当施設の
運営を進めています。自主事業の実施前には詳細な事前
打合せを行い、終了後には振り返りを行い課題を抽出して
次回の運営に結び付けると共に、町内会長会議ではその
内容を区に報告すると共に協議を行っています。地域のコ
ミュニケーション向上に向けて着実に施設運営を行ってい
ると感じられます。

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？

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）＞

（６）組織運営及び体制全般（その他）
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平成29年は「神奈川区制90周年記念」により、近隣所管施
設と行っている0602イベントも冠をつけて実施しました。特
に今年は「緑化フェア」も開催されていたので、「咲かせよ
う！花と緑の神奈川区」をテーマにしました。地元企業の
協力で来館された方々にヒマワリの種や緑化フェアのグッ
ズを配布し参加者に喜ばれました。

正面玄関には「神奈川区制90周年記念」の幟を出してい
ます。

「市内中小企業優先」に従い、トイレットペーパーの購入や
電気関係の小破修繕工事などは近隣の商店や電気屋に
依頼しています。

地域の人々のオアシス、集合場所として高齢者から若年
層の子供達まで多くの人々にご利用して頂いております。
高齢者の方々が多くご利用されており、階段の昇り降りに
苦労されています。エレベーター等、高齢者に優しい設備
が望まれます。

松見集会所は多くの人々が集い憩い楽しむ地域のシンボ
ル的な拠点であり、防災訓練や地域福祉演芸大会などが
開催されています。

地域住民の高齢化により施設にエレベーターなどバリアフ
リーの対策が必要であると感じます。

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）＞

神奈川区は区民が神奈川区への愛着を深め、区民各々
が「つながり」を感じて元気に活動することを目的に「神奈
川区制90周年事業」を展開しています。近隣施設と行った
自主事業「０６０２イベント」は、区制90周年のキーワードの
一つである「幅広い世代の区民の参加とつながりを強める
きっかけ」の一つとなるイベントにできたと感じられます。

＜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）＞

＜①市・区の施策としての事業協力の取組について記述
して下さい。（400字以内）＞

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以
内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞

＜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）＞

Ⅵ．その他

指定管理者　記述 評価機関　記述

＜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）＞

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）＞
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必要書類 根拠

（１）地域及び地域住民との
　　　情報交換

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

（２）地区センター委員会等 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

（３）地域及び地域住民との
      連携全般（その他）

- -

（１）利用者会議 利用者会議の議事録等 仕様書における利用者会議の開催の項目
（２）利用者アンケート等の
　　　実施・対応

利用者アンケート結果の公表媒
体等

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

（３）意見・苦情の受付・対応
苦情解決の仕組みや対応策等の
仕組みに関する書類等

仕様書における意見・要望への対応の項目

（４）公正かつ公平な施設利用
規範・倫理規定等の資料、研修
資料等

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

（５）自主事業 事業計画書、事業報告書等 特記仕様書における自主事業の項目
（６）図書の貸出し、購入
　　　及び管理

- 特記仕様書における図書コーナーの項目

（７）広報・PR活動
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

（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）

- -

（１）協定書等に基づく
　　　業務の遂行

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

（２）備品管理業務 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

（３）施設衛生管理業務 研修資料等 基本協定書における廃棄物の対応の項目
（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）

- -

（１）緊急時対応の仕組み整備 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

Ⅳ．緊急時対応

Ⅱ．利用者サービスの向上

Ⅲ．施設・設備の維持管理

◆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



（２）防犯業務
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

特記仕様書における保安警備業務の項目

（３）事故防止業務
事故防止に関するマニュアル、
研修等資料等

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

（４）事故対応業務
事故対応に関するマニュアル、
研修等資料等

基本協定書における緊急時の対応についての
項目

（５）防災業務
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災害等緊急時の対応の項
目

（６）緊急時対応全般（その他） - -

（１）業務の体制 事業計画書、業務日誌等
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

（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

Ⅴ．組織運営及び体制



地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ レ アンケート

その他

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ

レ

レ

レ

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

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

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

対応策を実施している 対応策を実施している

対応策を実施していない 対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない 苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない 苦情等が寄せられていない

周知していない 周知していない

周知している 周知している

仕組みがある 仕組みがある

仕組みがない 仕組みがない

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

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

非該当 非該当

課題を抽出している 課題を抽出している

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

情報提供している 情報提供している

公表していない 公表していない

公表している 公表している

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

非該当 非該当

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？

一部対応策を実施していない 一部対応策を実施していない

非該当 非該当

対応策を実施していない 対応策を実施していない

特に課題がない 特に課題がない

非該当 非該当

対応策を実施している 対応策を実施している

非該当

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

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

0 0

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

対応策を実施している 対応策を実施している

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

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

（

３
）

意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

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？

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？

⑥苦情等の内容を検討し、そ
の対応策を講じているか？

⑦苦情等の内容及び対応策
を公表しているか？

③苦情解決の仕組みがある
か？

④苦情解決の仕組みを利用
者等に周知しているか？

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？

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？

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？

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？

不備の数

（

２
）

利
用
者
ア
ン
ケ
ー

ト
等
の
実
施
・
対
応

（

１
）

利
用
者
会
議

（

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？

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？

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？

対応策を実施している 対応策を実施している

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

課題を抽出している

開催していない 開催していない

開催している 開催している

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

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
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地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

揃っている

揃っていない 揃っていない

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？

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

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）

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

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？

（

２
）

備
品
管
理
業
務

（

３
）

事
故
防
止
業

務

（

２
）

防
犯
業
務

①緊急時マニュアルを作成し
ているか？

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？

（

１
）

緊
急

時
対
応
の
仕

組
み
整
備

②事業計画書等のとおり、事
業を実施しているか？

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？

（

６
）

図
書
の

貸
出
し
、

購
入

及
び
管
理

（

５
）

自
主

事
業

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

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

①協定書等のとおり建物・設
備を管理しているか？

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

不備の数 0 0

適切に管理している

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？

①ゴミ処理等における衛生管
理を適切に行っているか？

（

３
）

施
設
衛
生

管
理
業
務

（

１
）

協
定
書
等
に
基

づ
く
業
務
の
遂
行

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

ある ある

ない

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？

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

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

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？

揃っている

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

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

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

作成していない

適切に分別している 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

定期的に行っていない 定期的に行っていない

定期的に行っている 定期的に行っている

適切に管理している

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

協定書等のとおり実施していない 協定書等のとおり実施していない

作成している 作成している

作成していない

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

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

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）

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

0 0

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

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

閲覧できる 閲覧できる

備えていない 備えていない

年齢や性別が網羅できている 年齢や性別が網羅できている

行っていない 行っていない

行っている 行っている

閲覧できない 閲覧できない

備えている 備えている

不備の数

（

４
）

公
正
か
つ
公
平
な
施
設
利
用

①世代等を網羅した自主事
業を提供しているか？

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？

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）

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？
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地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ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

全て反映されている 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

明確に区分している 明確に区分している

存在する

存在しない

0

存在する

適切に作成していない

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

仕組みを設けていない 仕組みを設けていない

適切な措置を講じていない

適切に収集していない 適切に収集していない

適切に収集している

存在しない

明確に区分していない 明確に区分していない

適切に作成していない

一部適切ではない書類がある

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

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？

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）

②協定書等のとおりに開館し
ているか？

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？

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？

⑥個人情報を収集した際に
は、適切に使用しているか？

②経理と出納の相互けん制
の仕組みを設けているか？

不備の数

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？

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）

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）

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）

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？

（

４
）

事
故
対
応

業
務

（

５
）

防
災
業
務

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

①適切な経理書類を作成して
いるか？

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？

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？

一部適切ではない書類がある

（

４
）

経
理
業
務

（

３
）

個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

（

２
）

職
員
の
資
質
向
上
・
情
報
共
有
を

図
る
た
め
の
取
組

（

１
）

業
務
の
体
制

⑤通帳や印鑑等を適切に管
理しているか？

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？

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？

目的に沿わない支出がある

適切に作成している

適切に収集している

全ての職員に実施している

研修を実施していない

一部適切な措置を講じていない

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

評価対象外施設 評価対象外施設

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

適切な措置を講じている 適切な措置を講じている

適切に使用していない 適切に使用していない

適切に使用している 適切に使用している

適切に作成している

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

研修を実施していない 研修を実施していない

取っていない 取っていない

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

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

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

明確化し、周知している 明確化し、周知している

明確化していない 明確化していない

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

明確化しているが周知していない

情報共有していない 情報共有していない

情報共有している 情報共有している

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

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

明確化しているが周知していない

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

作成しており不備がない 作成しており不備がない

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

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

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

実施していない 実施していない

0

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

実施している 実施している

評価対象外施設である 評価対象外施設である

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

体制を確保している 体制を確保している

研修を実施していない 研修を実施していない

体制を確保していない 体制を確保していない

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している
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地区センター 評価シートチェック項目一覧

大項目 中項目 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

（

５
）

運
営
目
標

画 目標に反映されている
か？ 全て反映されていない

一部未対応の項目がある

全て反映されていない

③施設の課題、目標、進捗に
ついて区と協議されている
か？

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

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？

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

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

不備の合計

不備の数 0 0

0 0

全て対応していない

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

全て対応していない
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