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Ⅰ．総則 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ----1111    施設施設施設施設のののの目的目的目的目的やややや基本方針基本方針基本方針基本方針のののの確立確立確立確立    

公会堂公会堂公会堂公会堂のののの設置目的設置目的設置目的設置目的にににに基基基基づいたづいたづいたづいた管理運営上管理運営上管理運営上管理運営上のののの基本方針基本方針基本方針基本方針がががが確立確立確立確立されておりされておりされておりされており、、、、職員職員職員職員がががが理解理解理解理解しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

職員職員職員職員にににに対対対対しししし、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂のののの設置目的設置目的設置目的設置目的にににに基基基基づいたづいたづいたづいた施設施設施設施設

運営上運営上運営上運営上のののの基本方針基本方針基本方針基本方針がががが明文化明文化明文化明文化されているされているされているされている。。。。    

    
✔✔✔✔    

職員職員職員職員がががが、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂のののの設置目的設置目的設置目的設置目的やややや施設運営上施設運営上施設運営上施設運営上のののの基本基本基本基本

方針方針方針方針をををを理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

利用者利用者利用者利用者にににに対対対対しししし、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂のののの設置目的設置目的設置目的設置目的やややや施設運営上施設運営上施設運営上施設運営上

のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。    

    

    

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

テルウテルウテルウテルウェルェルェルェルがががが「「「「横浜市港北公会堂横浜市港北公会堂横浜市港北公会堂横浜市港北公会堂」（」（」（」（以下以下以下以下「「「「公会堂公会堂公会堂公会堂」）」）」）」）

のののの運営管理運営管理運営管理運営管理をををを行行行行うためのうためのうためのうための基本方針基本方針基本方針基本方針、、、、実施方針実施方針実施方針実施方針をををを記載記載記載記載しししし

たたたた「「「「施設施設施設施設のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理にににに関関関関するするするする提案書提案書提案書提案書」（」（」（」（以下以下以下以下「「「「提案提案提案提案

書書書書」）」）」）」）はははは事務室事務室事務室事務室にににに掲出掲出掲出掲出しししし、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも利用者利用者利用者利用者がががが閲覧閲覧閲覧閲覧できるできるできるできる

ようになっていますようになっていますようになっていますようになっています。。。。    

またまたまたまた、、、、テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルはははは公会堂公会堂公会堂公会堂をををを““““街街街街のののの広場広場広場広場””””ととらえととらえととらえととらえ、、、、利利利利

用者用者用者用者がががが各種催事各種催事各種催事各種催事をををを行行行行うううう拠点拠点拠点拠点とととと認識認識認識認識しししし、、、、ハードハードハードハード（（（（施設維持施設維持施設維持施設維持

等等等等））））・・・・ソフトソフトソフトソフト（（（（付属設備付属設備付属設備付属設備のののの操作方法等操作方法等操作方法等操作方法等））））両面両面両面両面にわたってにわたってにわたってにわたって総総総総

合的合的合的合的なななな支援支援支援支援をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

特特特特にににに運営方針運営方針運営方針運営方針４４４４項目項目項目項目はははは事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示しししし、、、、職員職員職員職員はそれはそれはそれはそれ

をををを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いていていていて日日日日々々々々のののの業務業務業務業務にあたっていますにあたっていますにあたっていますにあたっています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

施設運営施設運営施設運営施設運営上上上上のののの基本方針基本方針基本方針基本方針についてはについてはについてはについては、「、「、「、「施設施設施設施設のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理にににに関関関関

するするするする提案書提案書提案書提案書」」」」においてにおいてにおいてにおいて明記明記明記明記されておりされておりされておりされており、、、、事務室事務室事務室事務室においてにおいてにおいてにおいて閲覧閲覧閲覧閲覧できできできでき

るようるようるようるよう準備準備準備準備されていますされていますされていますされています。。。。    

    

このこのこのこの中中中中でもでもでもでも特特特特にににに「「「「運営方針運営方針運営方針運営方針４４４４項目項目項目項目」」」」はははは、、、、事務所事務所事務所事務所へへへへ掲示掲示掲示掲示するととするととするととするとと

もにもにもにもに、、、、事業者事業者事業者事業者がががが独自独自独自独自にににに用意用意用意用意しているしているしているしている「「「「ホームページホームページホームページホームページ」」」」においてもにおいてもにおいてもにおいても

確認確認確認確認できるようになっておりますできるようになっておりますできるようになっておりますできるようになっております。。。。    

    

「「「「    運営方針運営方針運営方針運営方針４４４４項目項目項目項目    」」」」    

    

＊ 安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな施設運営施設運営施設運営施設運営    

＊ 気持気持気持気持ちよくごちよくごちよくごちよくご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける施設運営施設運営施設運営施設運営    

＊ 公平公平公平公平・・・・平等平等平等平等にごにごにごにご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける施設運営施設運営施設運営施設運営    

＊ 地域地域地域地域・・・・区役所区役所区役所区役所とととと連携連携連携連携するするするする施設運営施設運営施設運営施設運営    

    

港北公会堂港北公会堂港北公会堂港北公会堂ののののホームページホームページホームページホームページ・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    

http://yokohamahttp://yokohamahttp://yokohamahttp://yokohama----kouhokukouhokukouhokukouhoku----koukaido.jp/koukaido.jp/koukaido.jp/koukaido.jp/    
    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

    基本方針基本方針基本方針基本方針、、、、運営方針運営方針運営方針運営方針にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、様様様様々々々々なななな取組取組取組取組みがみがみがみが展開展開展開展開されてされてされてされて

いますいますいますいます。。。。施設施設施設施設としてとしてとしてとして「「「「大切大切大切大切にににに考考考考えていることえていることえていることえていること」」」」がががが効果的効果的効果的効果的にににに実現実現実現実現でででで

きるようきるようきるようきるよう、、、、整理整理整理整理・・・・工夫工夫工夫工夫されておりされておりされておりされており、、、、高高高高くくくく評価評価評価評価できますできますできますできます。。。。    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．総則総則総則総則    
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ⅠⅠⅠⅠ----2222    施設目的施設目的施設目的施設目的のののの達成度達成度達成度達成度    

施設施設施設施設のののの管理運営管理運営管理運営管理運営をををを通通通通してしてしてして、、、、施設目的施設目的施設目的施設目的をををを達成達成達成達成できているかできているかできているかできているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

条例条例条例条例にににに基基基基づきづきづきづき、、、、適切適切適切適切なななな利用許可利用許可利用許可利用許可をををを行行行行っているっているっているっている。。。。        ✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとって公平公平公平公平・・・・公正公正公正公正にににに利用利用利用利用できるできるできるできるシステムシステムシステムシステム

をををを構築構築構築構築しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ            
    

ＣＣＣＣ    ＡＡＡＡにににに該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

「「「「横浜市公会堂条例横浜市公会堂条例横浜市公会堂条例横浜市公会堂条例」「」「」「」「横浜市公会堂条例施行規則横浜市公会堂条例施行規則横浜市公会堂条例施行規則横浜市公会堂条例施行規則」」」」

「「「「横浜市港北公会堂利用要綱横浜市港北公会堂利用要綱横浜市港北公会堂利用要綱横浜市港北公会堂利用要綱」」」」等等等等からからからから運営管理運営管理運営管理運営管理にににに関関関関わわわわ

るるるる必要十分条件必要十分条件必要十分条件必要十分条件をををを満満満満たしたわかりやすいたしたわかりやすいたしたわかりやすいたしたわかりやすいマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを

作成作成作成作成していますしていますしていますしています。。。。    

職員職員職員職員はこのはこのはこのはこのマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、公正公正公正公正でででで公平公平公平公平なななな利用利用利用利用

許可許可許可許可をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    「「「「横浜市公会堂条例横浜市公会堂条例横浜市公会堂条例横浜市公会堂条例」「」「」「」「横浜市公会堂条例施行規則横浜市公会堂条例施行規則横浜市公会堂条例施行規則横浜市公会堂条例施行規則」「」「」「」「横浜市横浜市横浜市横浜市

港北公会堂利用要綱港北公会堂利用要綱港北公会堂利用要綱港北公会堂利用要綱」」」」等等等等、、、、関係関係関係関係するするするする条例等条例等条例等条例等にににに基基基基づきづきづきづき利用許可等利用許可等利用許可等利用許可等

がががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています（（（（実際実際実際実際のののの利用申請書等利用申請書等利用申請書等利用申請書等でででで確認確認確認確認）。）。）。）。    

    

利用申請時利用申請時利用申請時利用申請時におけるにおけるにおけるにおける手続手続手続手続きやきやきやきや抽選抽選抽選抽選のののの方法方法方法方法などはなどはなどはなどは、「、「、「、「パンフレパンフレパンフレパンフレ

ットットットット」」」」やややや「「「「ホームページホームページホームページホームページ」」」」にもにもにもにも明記明記明記明記されされされされ、、、、周知周知周知周知がががが図図図図られていますられていますられていますられています。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

    利用申請利用申請利用申請利用申請やややや抽選抽選抽選抽選のののの際際際際のののの手続手続手続手続きききき等等等等はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ「「「「マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」にににに

取取取取りまとめられていますりまとめられていますりまとめられていますりまとめられています。。。。関連関連関連関連するするするする条条条条例等例等例等例等にににに基基基基づきづきづきづき行行行行わなけれわなけれわなけれわなけれ

ばならないばならないばならないばならない手続手続手続手続きききき等等等等がわかりやすくがわかりやすくがわかりやすくがわかりやすく解説解説解説解説されされされされ、、、、間違間違間違間違いがいがいがいが起起起起きなきなきなきな

いようにいようにいようにいように工夫工夫工夫工夫されていますされていますされていますされています。。。。    
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ⅠⅠⅠⅠ----3333    職員職員職員職員のののの勤務実績勤務実績勤務実績勤務実績・・・・配置状況配置状況配置状況配置状況    

    管理職管理職管理職管理職をををを含含含含むむむむ常勤職員及常勤職員及常勤職員及常勤職員及びびびび非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員のののの勤務実績勤務実績勤務実績勤務実績、、、、配置状況配置状況配置状況配置状況はははは適切適切適切適切かかかか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

各業務各業務各業務各業務にににに対対対対しししし、、、、必要最低限必要最低限必要最低限必要最低限のののの職員職員職員職員をををを配置配置配置配置していしていしていしてい

るるるる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

各職員各職員各職員各職員はははは、、、、他他他他のののの職員職員職員職員のののの業務状況業務状況業務状況業務状況をををを適切適切適切適切にににに把握把握把握把握しししし

ているているているている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のののの職員体制職員体制職員体制職員体制とととと実際実際実際実際のののの体制体制体制体制にににに相違相違相違相違がががが

ないないないない。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

提案書提案書提案書提案書にににに記載記載記載記載のののの通通通通りりりり、、、、館長館長館長館長１１１１人人人人・・・・副館長副館長副館長副館長２２２２人人人人・・・・職員職員職員職員４４４４

人人人人のののの計計計計７７７７人人人人がががが早番早番早番早番・・・・遅番遅番遅番遅番ののののシフトシフトシフトシフト制制制制でででで、、、、正副館長正副館長正副館長正副館長のいのいのいのい

ずれかずれかずれかずれか１１１１人人人人とととと職員職員職員職員１１１１人人人人のののの最低最低最低最低２２２２人人人人がががが勤務勤務勤務勤務していますしていますしていますしています。。。。    

シフトシフトシフトシフト表表表表はははは職員職員職員職員にににに配布配布配布配布しししし、、、、事務室事務室事務室事務室にもにもにもにも掲示掲示掲示掲示していましていましていましていま

すからすからすからすから、、、、個個個個々々々々のののの勤務状況勤務状況勤務状況勤務状況がががが把握把握把握把握できますできますできますできます。。。。    

またまたまたまた、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時にはにはにはにはテルウェルテルウェルテルウェルテルウェル支店支店支店支店ともともともとも連携連携連携連携しししし、、、、いつでいつでいつでいつで

もももも増員増員増員増員できることになっていますできることになっていますできることになっていますできることになっています。。。。    

    

    

    

【【【【評評評評価価価価のののの理由理由理由理由】】】】    

    「「「「施設施設施設施設のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理にににに関関関関するするするする提案書提案書提案書提案書」」」」にににに基基基基づくづくづくづく人員配置人員配置人員配置人員配置がががが「「「「シフシフシフシフ

トトトト表表表表」」」」等等等等によりによりによりにより確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。少少少少ないないないない人員人員人員人員のののの中中中中でででで効率的効率的効率的効率的にににに館館館館がががが

運営運営運営運営できるようできるようできるようできるよう、、、、シフトシフトシフトシフトもももも工夫工夫工夫工夫されてされてされてされて組組組組まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    

        

またまたまたまた、、、、職員間職員間職員間職員間のののの情報共有情報共有情報共有情報共有はははは、、、、毎日実施毎日実施毎日実施毎日実施されるされるされるされる「「「「朝朝朝朝ののののミーティンミーティンミーティンミーティン

ググググ」、」、」、」、毎月実施毎月実施毎月実施毎月実施されるされるされるされる「「「「サービスサービスサービスサービス向上委員会向上委員会向上委員会向上委員会」」」」などでなどでなどでなどで行行行行われていわれていわれていわれてい

るほかるほかるほかるほか、、、、日日日日々々々々のちょっとしたことはのちょっとしたことはのちょっとしたことはのちょっとしたことは「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも帳帳帳帳」」」」にににに記載記載記載記載されされされされ、、、、ここここ

れをれをれをれを利用利用利用利用したしたしたした情報情報情報情報のののの共有共有共有共有がががが図図図図られていますられていますられていますられています。。。。    

    

    なおなおなおなお、、、、人員配置人員配置人員配置人員配置についてはについてはについてはについては、、、、不足不足不足不足のののの場合場合場合場合はははは、、、、運営法人運営法人運営法人運営法人のののの支店支店支店支店

からもからもからもからも人員人員人員人員のののの増員増員増員増員ができるができるができるができる仕組仕組仕組仕組みとなっていますがみとなっていますがみとなっていますがみとなっていますが、、、、運営運営運営運営方針方針方針方針

をよりをよりをよりをより効果的効果的効果的効果的にににに実現実現実現実現できるようできるようできるようできるよう、、、、当初当初当初当初のののの「「「「施設施設施設施設のののの運営運営運営運営・・・・管理管理管理管理にににに関関関関

するするするする提案書提案書提案書提案書」」」」をををを超超超超えたえたえたえた人員配置人員配置人員配置人員配置のありのありのありのあり方方方方などもなどもなどもなども検討検討検討検討されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅠⅠⅠⅠ----4444    職員職員職員職員ののののマナーマナーマナーマナー    

    利用者利用者利用者利用者がががが気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう、、、、利用者利用者利用者利用者にににに対対対対するするするする職員職員職員職員のののの接客接客接客接客マナーマナーマナーマナーはははは適切適切適切適切かかかか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

利用者利用者利用者利用者がががが職員職員職員職員だとだとだとだと判別判別判別判別できるようできるようできるようできるよう、、、、名札名札名札名札をををを着用着用着用着用しししし

ているているているている。。。。    

    
✔✔✔✔    

職員職員職員職員のののの服装服装服装服装はははは適切適切適切適切であるであるであるである。。。。    

    

    
✔✔✔✔    

電話電話電話電話応対応対応対応対のののの際際際際、、、、施設名及施設名及施設名及施設名及びびびび職員名職員名職員名職員名をををを名乗名乗名乗名乗っていっていっていってい

るるるる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

挨拶挨拶挨拶挨拶やややや対応対応対応対応のののの際際際際のののの言葉遣言葉遣言葉遣言葉遣いやいやいやいや態度態度態度態度がががが丁寧丁寧丁寧丁寧であであであであ

るるるる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

職員職員職員職員はははは名前名前名前名前をををを明記明記明記明記したしたしたしたネームプレートネームプレートネームプレートネームプレートをつけをつけをつけをつけ、、、、季節季節季節季節

にににに応応応応じたじたじたじたユニフォームユニフォームユニフォームユニフォームをををを着用着用着用着用しているのでしているのでしているのでしているので、、、、利用者利用者利用者利用者からからからから

すぐにすぐにすぐにすぐに判別判別判別判別できるようになっていますできるようになっていますできるようになっていますできるようになっています。。。。    

    

    電話問合電話問合電話問合電話問合せにはせにはせにはせには施設名施設名施設名施設名・・・・対応者名対応者名対応者名対応者名をををを告告告告げげげげ、、、、丁丁丁丁寧寧寧寧なななな言言言言

葉遣葉遣葉遣葉遣いでいでいでいで分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく答答答答えていますえていますえていますえています。。。。特特特特にににに女性職員女性職員女性職員女性職員はははは

ソフトソフトソフトソフトなななな対応対応対応対応がががが好評好評好評好評をををを博博博博していますしていますしていますしています。。。。    

        

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

職員職員職員職員はははは、「、「、「、「ネームプレートネームプレートネームプレートネームプレート」」」」及及及及びびびび「「「「ユニフォームユニフォームユニフォームユニフォーム」」」」をををを着用着用着用着用しておしておしておしてお

りりりり、、、、館館館館のののの運営運営運営運営スタッフスタッフスタッフスタッフであることがであることがであることがであることが明確明確明確明確になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、電話等電話等電話等電話等によるによるによるによる対応対応対応対応もももも確実確実確実確実にににに行行行行われていることがわれていることがわれていることがわれていることが、、、、本評本評本評本評

価価価価におけるにおけるにおけるにおける一連一連一連一連のやりのやりのやりのやり取取取取りからもりからもりからもりからも確認確認確認確認できますできますできますできます。。。。    

    

なおなおなおなお、、、、接遇接遇接遇接遇についてはについてはについてはについては、「、「、「、「接遇接遇接遇接遇マナーマナーマナーマナー研修研修研修研修」」」」がほぼがほぼがほぼがほぼ全職員全職員全職員全職員のののの

参加参加参加参加のもとでのもとでのもとでのもとで行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、運営法人運営法人運営法人運営法人としてとしてとしてとして全体全体全体全体ののののレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

をををを図図図図るるるる取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅠⅠⅠⅠ----5555    開館開館開館開館のののの実績実績実績実績    

    仕様書仕様書仕様書仕様書にににに定定定定められためられためられためられた、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは事業計画書等事業計画書等事業計画書等事業計画書等のとおりにのとおりにのとおりにのとおりに開館開館開館開館しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＡＡＡＡ    仕様書仕様書仕様書仕様書にににに定定定定められためられためられためられた、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとのとのとのと

おりにおりにおりにおりに開館開館開館開館しているしているしているしている。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ----            

ＣＣＣＣ    仕様書仕様書仕様書仕様書にににに定定定定められためられためられためられた、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとのとのとのと

おりにおりにおりにおりに開館開館開館開館していないしていないしていないしていない。。。。    

    

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

開閉館時間開閉館時間開閉館時間開閉館時間はははは公会堂条公会堂条公会堂条公会堂条例等例等例等例等にににに則則則則りりりり、、、、9999 時開館時開館時開館時開館、、、、22222222 時時時時

閉館閉館閉館閉館をををを確実確実確実確実にににに行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

「「「「巡回巡回巡回巡回チェックシートチェックシートチェックシートチェックシート」」」」でもでもでもでも開閉時間開閉時間開閉時間開閉時間をををを確認確認確認確認していましていましていましていま

すすすす。。。。    

        

なおなおなおなお、、、、職員職員職員職員はははは開館前開館前開館前開館前のののの８８８８時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから、、、、夜間利用者夜間利用者夜間利用者夜間利用者

退館後退館後退館後退館後のののの２２２２２２２２時時時時からのからのからのからの各各各各３０３０３０３０分間分間分間分間はははは巡回点検巡回点検巡回点検巡回点検（（（（以下以下以下以下「「「「点点点点

検検検検」）」）」）」）等等等等をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

「「「「巡回巡回巡回巡回チェックシートチェックシートチェックシートチェックシート」」」」でもでもでもでも開閉時間開閉時間開閉時間開閉時間ををををチェックチェックチェックチェックしていることがしていることがしていることがしていることが確確確確

認認認認できましたできましたできましたできました。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの維持管理維持管理維持管理維持管理 

    

ⅡⅡⅡⅡ----1111    建物建物建物建物・・・・設備設備設備設備のののの保守点検保守点検保守点検保守点検    

    建物建物建物建物・・・・設備設備設備設備がががが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されされされされ、、、、安全性安全性安全性安全性のののの確保及確保及確保及確保及びびびび良好良好良好良好なななな機機機機能能能能のののの保持保持保持保持がががが実現実現実現実現されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

目目目目にににに見見見見えるえるえるえる損傷等損傷等損傷等損傷等がなくがなくがなくがなく、、、、利用者利用者利用者利用者がががが常常常常にににに安全安全安全安全にににに

利用利用利用利用できるできるできるできる状態状態状態状態にににに保保保保たれているたれているたれているたれている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

発見発見発見発見されたされたされたされた不具合不具合不具合不具合がががが適切適切適切適切にににに処理処理処理処理されているされているされているされている。。。。        
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとおりのとおりのとおりのとおり管理管理管理管理がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールアピールアピールアピールポイントポイントポイントポイント】】】】    

「「「「施設施設施設施設のののの維持管理計画維持管理計画維持管理計画維持管理計画」」」」にににに則則則則りりりり、、、、専門協力会社専門協力会社専門協力会社専門協力会社によによによによ

るるるる定期保守管理定期保守管理定期保守管理定期保守管理をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、職員職員職員職員によるによるによるによる日日日日々々々々のののの点検時点検時点検時点検時にににに異常等異常等異常等異常等をををを発見発見発見発見すすすす

ればればればれば正副館長正副館長正副館長正副館長にににに報告報告報告報告されされされされ、、、、利用者利用者利用者利用者にににに不便不便不便不便をかけないよをかけないよをかけないよをかけないよ

うううう迅速迅速迅速迅速なななな修復修復修復修復をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

修復修復修復修復のののの対応順次対応順次対応順次対応順次はははは以下以下以下以下のののの通通通通りですりですりですりです。。。。    

①①①①職員職員職員職員のののの手手手手でででで修復修復修復修復    

②②②②庁舎庁舎庁舎庁舎のののの中央監視室中央監視室中央監視室中央監視室にににに依頼依頼依頼依頼    

③③③③テルウェルテルウェルテルウェルテルウェル予算予算予算予算でででで修復修復修復修復    

④④④④区役所区役所区役所区役所にににに依頼依頼依頼依頼    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

「「「「保守管理保守管理保守管理保守管理・・・・点検年間線表点検年間線表点検年間線表点検年間線表」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、各種保守管理各種保守管理各種保守管理各種保守管理がががが行行行行わわわわ

れておりれておりれておりれており、、、、巡回巡回巡回巡回チェックチェックチェックチェックなどとあわせなどとあわせなどとあわせなどとあわせ、、、、日常日常日常日常からからからから施設設備施設設備施設設備施設設備にににに不具不具不具不具

合合合合がないかをがないかをがないかをがないかをチェックチェックチェックチェックするするするする体制体制体制体制もももも構築構築構築構築されていますされていますされていますされています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、施設設備等施設設備等施設設備等施設設備等にににに不具合不具合不具合不具合があるがあるがあるがある場合場合場合場合のののの連絡報告体制連絡報告体制連絡報告体制連絡報告体制もももも整整整整

備備備備されされされされ、、、、運営法人運営法人運営法人運営法人、、、、市役所市役所市役所市役所、、、、区役所区役所区役所区役所がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ、、、、必要箇所必要箇所必要箇所必要箇所にににに手手手手

をををを入入入入れていることもれていることもれていることもれていることも確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

    

ⅡⅡⅡⅡ．．．．施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    
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ⅡⅡⅡⅡ----2222    非常口非常口非常口非常口・・・・避難経路等避難経路等避難経路等避難経路等のののの点検点検点検点検    

    不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数のののの大人数大人数大人数大人数がががが利用利用利用利用するするするする施設施設施設施設としてとしてとしてとして、、、、非常口非常口非常口非常口やややや避難経路等避難経路等避難経路等避難経路等のののの管理管理管理管理がががが適切適切適切適切になされているかになされているかになされているかになされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のののの項目項目項目項目にににに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

利用者利用者利用者利用者がががが見見見見やすいやすいやすいやすい場所場所場所場所にににに避難経路図避難経路図避難経路図避難経路図をををを示示示示していしていしていしてい

るるるる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。        
✔✔✔✔    

    消防機関消防機関消防機関消防機関によるによるによるによる査察査察査察査察をををを受受受受けけけけ、、、、違反指摘等違反指摘等違反指摘等違反指摘等をををを受受受受けけけけ

ているているているている場合場合場合場合はははは適切適切適切適切なななな処理処理処理処理がなされているかがなされているかがなされているかがなされているか。。。。    

    
✔✔✔✔    

    非常口非常口非常口非常口やややや避難経路等避難経路等避難経路等避難経路等がががが常常常常にににに問題問題問題問題なくなくなくなく利用利用利用利用できるできるできるできる

状態状態状態状態にににに保保保保たれているたれているたれているたれている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

１１１１階階階階ロビーロビーロビーロビー、、、、２２２２階階階階エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター前前前前にはにはにはには「「「「避難路避難路避難路避難路およびおよびおよびおよび

防災配置図防災配置図防災配置図防災配置図」」」」をををを掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

    

    点検時点検時点検時点検時にはにはにはには、、、、非常口非常口非常口非常口、、、、避難経路避難経路避難経路避難経路にににに障害物障害物障害物障害物のののの有無有無有無有無をををを確確確確

認認認認しししし、、、、障害物障害物障害物障害物があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには速速速速やかにやかにやかにやかに移動移動移動移動していましていましていましていま

すすすす。。。。    

    

    消防機関消防機関消防機関消防機関、、、、消防関係専門会社消防関係専門会社消防関係専門会社消防関係専門会社によるによるによるによる査察査察査察査察やややや消防用設消防用設消防用設消防用設

備点検備点検備点検備点検はははは庁舎庁舎庁舎庁舎とととと一体的一体的一体的一体的にににに行行行行われわれわれわれ、、、、指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項があったがあったがあったがあった

際際際際にはにはにはには区役所総務課区役所総務課区役所総務課区役所総務課からからからから連絡連絡連絡連絡がががが入入入入るようになっていまるようになっていまるようになっていまるようになっていま

すすすす。。。。        

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

１１１１階階階階ロビーロビーロビーロビー、、、、２２２２階階階階エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター前前前前にはにはにはには「「「「避難路避難路避難路避難路およびおよびおよびおよび防災配置防災配置防災配置防災配置

図図図図」」」」がががが掲示掲示掲示掲示されておりされておりされておりされており、、、、非常口非常口非常口非常口、、、、避難経路避難経路避難経路避難経路もももも問題問題問題問題なくなくなくなく使用使用使用使用できるできるできるできる

ようになっていますようになっていますようになっていますようになっています。。。。    

    

    消防関係消防関係消防関係消防関係のののの査察査察査察査察やややや点検点検点検点検はははは、、、、隣接隣接隣接隣接するするするする区役所区役所区役所区役所とととと一体的一体的一体的一体的にににに行行行行わわわわ

れれれれ、、、、指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項があったがあったがあったがあった際際際際にはにはにはには区役所総務課区役所総務課区役所総務課区役所総務課からからからから連絡連絡連絡連絡がががが入入入入るようるようるようるよう

になっておりになっておりになっておりになっており、、、、指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項にににに対対対対するするするする対応対応対応対応もももも区役所等区役所等区役所等区役所等とのとのとのとの協議協議協議協議のうのうのうのう

ええええ行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。        

    

    本施設本施設本施設本施設はははは、、、、区役所区役所区役所区役所にににに隣接隣接隣接隣接しておりしておりしておりしており、、、、前述前述前述前述のとおりのとおりのとおりのとおり区役所区役所区役所区役所とととと一体一体一体一体

的的的的にににに取取取取りりりり扱扱扱扱われわれわれわれ、、、、査察査察査察査察やややや訓練等訓練等訓練等訓練等がががが行行行行われているわれているわれているわれている部分部分部分部分とととと館独自館独自館独自館独自

でででで取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている部分部分部分部分のののの両者両者両者両者がががが見見見見られますがられますがられますがられますが、、、、一部一部一部一部についてについてについてについて

はそのはそのはそのはその区分区分区分区分があいまいになっているところもありますがあいまいになっているところもありますがあいまいになっているところもありますがあいまいになっているところもあります。。。。現状現状現状現状でもでもでもでも

必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは確実確実確実確実にににに実施実施実施実施されているとされているとされているとされていると推察推察推察推察されますがされますがされますがされますが、、、、そのあそのあそのあそのあ

いまいないまいないまいないまいな部分部分部分部分をををを整理整理整理整理することがすることがすることがすることが、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題といえますといえますといえますといえます。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ----3333    備品備品備品備品のののの管理管理管理管理    

    施設施設施設施設のののの備品備品備品備品がががが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

備品台帳備品台帳備品台帳備品台帳にににに記記記記されたされたされたされた備品備品備品備品がすべてがすべてがすべてがすべて揃揃揃揃っているっているっているっている。。。。        
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

公会堂公会堂公会堂公会堂（（（（市市市市））））のののの備品備品備品備品にににに目目目目にににに見見見見えるえるえるえる損傷等損傷等損傷等損傷等がなくがなくがなくがなく、、、、

良好良好良好良好なななな状態状態状態状態をををを保保保保っているっているっているっている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    公会堂公会堂公会堂公会堂（（（（市市市市））））のののの備品備品備品備品とととと指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの備品備品備品備品をををを区別区別区別区別しししし

たたたた備品台帳備品台帳備品台帳備品台帳をををを作成作成作成作成しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールアピールアピールアピールポイントポイントポイントポイント】】】】    

備品台帳備品台帳備品台帳備品台帳はははは整備整備整備整備してありますしてありますしてありますしてあります。。。。    

備品台帳備品台帳備品台帳備品台帳にはにはにはには、、、、区役所区役所区役所区役所からからからから引引引引きききき継継継継いだいだいだいだ備品備品備品備品、、、、テルウテルウテルウテルウ

ェルェルェルェルのののの備品備品備品備品をををを明確明確明確明確にににに区分区分区分区分けしていますけしていますけしていますけしています。。。。    

    

職員職員職員職員はははは点検時点検時点検時点検時にににに、、、、各施設各施設各施設各施設にににに常時備常時備常時備常時備ええええ付付付付けのけのけのけの備品備品備品備品をををを

チェックシートチェックシートチェックシートチェックシートによりによりによりにより確認確認確認確認していますしていますしていますしています。。。。    

    

    施設利用後施設利用後施設利用後施設利用後にはにはにはには、、、、利用者利用者利用者利用者とととと共共共共にににに、、、、利用者利用者利用者利用者にににに記入頂記入頂記入頂記入頂いいいい

たたたた「「「「ごごごご利用利用利用利用のおのおのおのお願願願願いいいい書書書書」」」」でででで備品備品備品備品のののの確認確認確認確認をををを行行行行いいいい、、、、次次次次のののの利利利利

用者用者用者用者がががが適正適正適正適正にににに利用利用利用利用できるようにしていますできるようにしていますできるようにしていますできるようにしています。。。。    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    館館館館のののの備品備品備品備品はははは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの所管所管所管所管ごとにきれいにごとにきれいにごとにきれいにごとにきれいに台帳台帳台帳台帳にににに整理整理整理整理・・・・記記記記

録録録録されされされされ、、、、管理管理管理管理されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの中中中中ではではではでは、、、、備品登録備品登録備品登録備品登録をををを要要要要しないしないしないしない物物物物

品品品品についてもについてもについてもについても日日日日々々々々のののの消耗品消耗品消耗品消耗品などをなどをなどをなどを除除除除きききき、、、、記録記録記録記録をををを取取取取ってってってって管理管理管理管理されされされされ

ておりておりておりており、、、、最終的最終的最終的最終的にににに指定管理期間指定管理期間指定管理期間指定管理期間がががが経過経過経過経過しししし、、、、引引引引きききき渡渡渡渡すすすす場合場合場合場合にもきにもきにもきにもき

ちんとちんとちんとちんと対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう、、、、備備備備えられていますえられていますえられていますえられています。。。。    

    

    またまたまたまた、、、、施設利用前後施設利用前後施設利用前後施設利用前後にはにはにはには、、、、利用者利用者利用者利用者とととと共共共共にににに「「「「ごごごご利用利用利用利用のおのおのおのお願願願願いいいい書書書書」」」」

でででで備品備品備品備品のののの確認及確認及確認及確認及びびびび取取取取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの説明等説明等説明等説明等がががが行行行行われわれわれわれ、、、、利用時利用時利用時利用時にににに不都不都不都不都

合合合合がないようがないようがないようがないよう、、、、またまたまたまた、、、、次次次次のののの利用者利用者利用者利用者がががが適正適正適正適正にににに利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう配慮配慮配慮配慮ささささ

れていますれていますれていますれています。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ----4444    清掃業務清掃業務清掃業務清掃業務        

    利用者利用者利用者利用者がががが快適快適快適快適にににに利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう、、、、清掃清掃清掃清掃がががが行行行行きききき届届届届いているかいているかいているかいているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェチェチェチェックックックック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとおりのとおりのとおりのとおり業務業務業務業務がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。        

✔✔✔✔    

目目目目にににに見見見見えるえるえるえる埃埃埃埃、、、、土土土土、、、、砂砂砂砂、、、、ゴミゴミゴミゴミ、、、、汚汚汚汚れれれれ等等等等がないがないがないがない状態状態状態状態

をををを維持維持維持維持しししし、、、、不快感不快感不快感不快感（（（（見見見見たたたた目目目目、、、、悪臭等悪臭等悪臭等悪臭等））））をををを与与与与えずえずえずえず、、、、衛衛衛衛

生的生的生的生的なななな状態状態状態状態がががが保持保持保持保持されているされているされているされている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

消耗品消耗品消耗品消耗品のののの補充補充補充補充がががが適切適切適切適切にににに行行行行われているわれているわれているわれている。。。。        
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    －－－－            

ＣＣＣＣ    ＡＡＡＡにににに該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

「「「「清掃計画清掃計画清掃計画清掃計画」」」」にににに記載記載記載記載のののの通通通通りりりり、、、、日常清掃日常清掃日常清掃日常清掃、、、、定期清掃定期清掃定期清掃定期清掃はははは

専専専専門協力会社門協力会社門協力会社門協力会社にににに委託委託委託委託してしてしてして行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    日常的日常的日常的日常的にににに職員職員職員職員はははは館内館内館内館内でででで発見発見発見発見したしたしたしたゴミゴミゴミゴミをををを拾拾拾拾いいいい、、、、汚汚汚汚れなれなれなれな

どをどをどをどを落落落落としてとしてとしてとして館内館内館内館内のののの美化美化美化美化にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

特特特特ににににトイトイトイトイレレレレはははは、、、、トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパー、、、、手洗手洗手洗手洗いいいい用水石鹸用水石鹸用水石鹸用水石鹸

のののの消耗品消耗品消耗品消耗品をををを適切適切適切適切にににに補充補充補充補充しししし、、、、床面床面床面床面のののの汚汚汚汚れにはれにはれにはれには留意留意留意留意してしてしてして清清清清

潔感潔感潔感潔感をををを保保保保っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    日常清掃日常清掃日常清掃日常清掃、、、、定期清掃定期清掃定期清掃定期清掃はははは、、、、主主主主にににに午前中午前中午前中午前中、、、、専門協力会社専門協力会社専門協力会社専門協力会社によってによってによってによって

行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、作業結果作業結果作業結果作業結果についてはについてはについてはについては、「、「、「、「日常清掃業務作業日常清掃業務作業日常清掃業務作業日常清掃業務作業    業業業業

務報告書務報告書務報告書務報告書」」」」をををを通通通通じてじてじてじて報告報告報告報告されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    またまたまたまた、、、、開館時開館時開館時開館時にはにはにはには、、、、館周辺館周辺館周辺館周辺のののの清掃清掃清掃清掃もももも独自独自独自独自にににに行行行行われているわれているわれているわれている様子様子様子様子

がががが見見見見られましたられましたられましたられました。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題課題課題課題等等等等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ----5555    警備業務警備業務警備業務警備業務        

    安全安全安全安全でででで安心感安心感安心感安心感のあるのあるのあるのある環境環境環境環境をををを確保確保確保確保しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

BBBB にににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

鍵鍵鍵鍵のののの管理方法管理方法管理方法管理方法がががが明確明確明確明確になっているになっているになっているになっている。。。。        
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

日常日常日常日常、、、、定期的定期的定期的定期的にににに館内外館内外館内外館内外のののの巡回巡回巡回巡回をををを行行行行いいいい、、、、事故事故事故事故やややや犯犯犯犯

罪罪罪罪をををを未然未然未然未然にににに防止防止防止防止するようにするようにするようにするように努努努努めるめるめるめる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    事業計画書等事業計画書等事業計画書等事業計画書等のとおりのとおりのとおりのとおり業務業務業務業務がががが実施実施実施実施されているされているされているされている（（（（機機機機

械警備械警備械警備械警備のののの設置状況設置状況設置状況設置状況のののの確認等確認等確認等確認等）。）。）。）。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

    「「「「保安警備計画保安警備計画保安警備計画保安警備計画」」」」のののの通通通通りりりり、、、、職員不在職員不在職員不在職員不在のののの夜間夜間夜間夜間ははははセコムセコムセコムセコムにににに

機械警備機械警備機械警備機械警備をををを委託委託委託委託していますしていますしていますしています。。。。    

    

利用施設利用施設利用施設利用施設のののの解施錠解施錠解施錠解施錠はははは職員職員職員職員がががが行行行行いいいい、、、、利用者利用者利用者利用者にはにはにはには鍵鍵鍵鍵のののの

貸出貸出貸出貸出しをしをしをしを行行行行っていませんっていませんっていませんっていません。。。。    

    

    日常的日常的日常的日常的にににに職員職員職員職員はははは、、、、館内館内館内館内でのでのでのでの不審者不審者不審者不審者やややや不審物不審物不審物不審物にににに注視注視注視注視

しししし、、、、それらをそれらをそれらをそれらを発見発見発見発見したしたしたした際際際際にはにはにはには正副館長正副館長正副館長正副館長にににに報告報告報告報告とととと同時同時同時同時にににに

対処対処対処対処しししし、、、、業務日誌業務日誌業務日誌業務日誌にににに記録記録記録記録していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    開館中開館中開館中開館中はははは職員職員職員職員のののの巡回点検巡回点検巡回点検巡回点検によりによりによりにより、、、、またまたまたまた、、、、夜間夜間夜間夜間はははは機械警備機械警備機械警備機械警備によによによによ

りりりり警備警備警備警備がががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

    

    またまたまたまた、、、、施設施設施設施設のののの開開開開錠錠錠錠とととと施錠施錠施錠施錠はははは、、、、職員職員職員職員のののの手手手手によりによりによりにより行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

    

    鍵鍵鍵鍵のののの管理管理管理管理やややや不審者等不審者等不審者等不審者等にににに対対対対するするするする対応対応対応対応もそのもそのもそのもその対応手順対応手順対応手順対応手順がががが決決決決めらめらめらめら

れておりれておりれておりれており、、、、組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての管理対応体制管理対応体制管理対応体制管理対応体制ができているといえますができているといえますができているといえますができているといえます。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ----6666    外構施設外構施設外構施設外構施設のののの保守点検業務保守点検業務保守点検業務保守点検業務    

⇒⇒⇒⇒該当施設該当施設該当施設該当施設のみのみのみのみ評価評価評価評価をををを実施実施実施実施するするするする    

    外構施設外構施設外構施設外構施設がががが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されされされされ、、、、安全性安全性安全性安全性のののの確保及確保及確保及確保及びびびび良好良好良好良好なななな機能機能機能機能のののの保持保持保持保持がががが実現実現実現実現されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべのすべのすべのすべてにてにてにてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
    

    

目目目目にににに見見見見えるえるえるえる損傷等損傷等損傷等損傷等がなくがなくがなくがなく、、、、利用者利用者利用者利用者がががが常常常常にににに安全安全安全安全にににに

利用利用利用利用できるできるできるできる状態状態状態状態にににに保保保保たれているたれているたれているたれている。。。。    

        

ＡＡＡＡ    

発見発見発見発見されたされたされたされた不具合不具合不具合不具合がががが適切適切適切適切にににに処理処理処理処理されているされているされているされている。。。。            

ＢＢＢＢ    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとおりのとおりのとおりのとおり業務業務業務業務がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

非該当非該当非該当非該当    

    

非該当非該当非該当非該当    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

    区役所区役所区役所区役所からからからから提示提示提示提示されたされたされたされた「「「「横浜市港北公会堂指定管理横浜市港北公会堂指定管理横浜市港北公会堂指定管理横浜市港北公会堂指定管理

者業務仕様書者業務仕様書者業務仕様書者業務仕様書（（（（施設概要施設概要施設概要施設概要およびおよびおよびおよび業務基準業務基準業務基準業務基準）「）「）「）「同特記事同特記事同特記事同特記事

項書項書項書項書」」」」にににに外溝施設外溝施設外溝施設外溝施設のののの保守点検保守点検保守点検保守点検はははは区役所総務課区役所総務課区役所総務課区役所総務課がががが行行行行うもうもうもうも

のとのとのとのと明記明記明記明記されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、職員職員職員職員ははははゴミゴミゴミゴミやややや空空空空きききき缶缶缶缶をををを日常日常日常日常

的的的的にににに拾拾拾拾っていますっていますっていますっています。。。。    

    年末年末年末年末のののの大掃除大掃除大掃除大掃除ではではではでは外溝部外溝部外溝部外溝部のののの清掃清掃清掃清掃をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    

非非非非該当該当該当該当    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ----7777    植栽植栽植栽植栽・・・・樹木等樹木等樹木等樹木等のののの維持管理業務維持管理業務維持管理業務維持管理業務    

⇒⇒⇒⇒該当施設該当施設該当施設該当施設のみのみのみのみ評価評価評価評価をををを実施実施実施実施するするするする    

    施設周施設周施設周施設周りのりのりのりの植栽植栽植栽植栽・・・・樹木等樹木等樹木等樹木等がががが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されされされされ、、、、利用者利用者利用者利用者がががが快適快適快適快適にににに過過過過ごせるようなごせるようなごせるようなごせるような良好良好良好良好なななな景観景観景観景観がががが保保保保たれたれたれたれ

ているかているかているかているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当すすすするるるる。。。。    
    

    

落葉落葉落葉落葉やややや雑草雑草雑草雑草のののの繁茂等繁茂等繁茂等繁茂等がががが放置放置放置放置されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、美観美観美観美観

がががが保持保持保持保持されているされているされているされている。。。。    

        

ＡＡＡＡ    

植栽植栽植栽植栽にににに不具合不具合不具合不具合がががが生生生生じたじたじたじた際際際際はははは適切適切適切適切にににに処理処理処理処理されていされていされていされてい

るるるる。。。。    

        

ＢＢＢＢ    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとおりのとおりのとおりのとおり業務業務業務業務がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

非該当非該当非該当非該当    

    

非該当非該当非該当非該当    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

〔〔〔〔ⅡⅡⅡⅡ----６６６６〕〕〕〕とととと同様同様同様同様ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    

非非非非該当該当該当該当    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅡⅡⅡⅡ----8888    ゴミゼロゴミゼロゴミゼロゴミゼロ推進運動推進運動推進運動推進運動へのへのへのへの取組取組取組取組    

    横浜横浜横浜横浜ＧＧＧＧ30303030 プランプランプランプランにににに則則則則ったったったったゴミゼロゴミゼロゴミゼロゴミゼロ推進運動推進運動推進運動推進運動へへへへ取取取取りりりり組組組組んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

ごみのごみのごみのごみの発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        
✔✔✔✔    

再利用再利用再利用再利用・・・・再使用再使用再使用再使用にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。        
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

「「「「横浜横浜横浜横浜ＧＧＧＧ３０３０３０３０プランプランプランプラン」」」」にににに則則則則りりりり、、、、事務室事務室事務室事務室ではではではではゴミゴミゴミゴミのののの分別分別分別分別をををを

徹底徹底徹底徹底しししし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らすことにらすことにらすことにらすことに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

利用者利用者利用者利用者にはにはにはには、、、、ゴミゴミゴミゴミのののの持持持持ちちちち帰帰帰帰りをおりをおりをおりをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています

（「（「（「（「ごごごご利用利用利用利用のおのおのおのお願願願願いいいい書書書書」」」」にもにもにもにも明記明記明記明記）。）。）。）。    

        

内部資料用内部資料用内部資料用内部資料用コピーコピーコピーコピーにはにはにはには裏紙等裏紙等裏紙等裏紙等をををを活用活用活用活用しししし、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル

をををを実践実践実践実践していますしていますしていますしています。。。。    

    

    テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルではではではでは、、、、ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルののののキャップキャップキャップキャップをををを回収回収回収回収してしてしてして世世世世

界界界界のののの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちにワクチンワクチンワクチンワクチンをををを送送送送るるるる「「「「エコキャップエコキャップエコキャップエコキャップ運動運動運動運動」」」」をををを

展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。    

公会堂公会堂公会堂公会堂でもでもでもでも自販機近自販機近自販機近自販機近くにくにくにくにペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルののののキャップキャップキャップキャップ回収回収回収回収

箱箱箱箱をををを設置設置設置設置しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にもにもにもにも呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛けていますけていますけていますけています。。。。    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

事務室内事務室内事務室内事務室内にはにはにはには、、、、分別分別分別分別するするするするゴミゴミゴミゴミごとのごとのごとのごとのゴゴゴゴミミミミ箱箱箱箱がががが用意用意用意用意されているとされているとされているとされていると

ともにともにともにともに、、、、一部一部一部一部についてはについてはについてはについては裏紙裏紙裏紙裏紙のののの使用使用使用使用もももも確認確認確認確認されされされされ、、、、ごみのごみのごみのごみの分別分別分別分別やややや

発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制にににに取取取取りりりり組組組組まれていることがまれていることがまれていることがまれていることが確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    

    

またまたまたまた、、、、利用者利用者利用者利用者にににに対対対対してもしてもしてもしても「「「「ごごごご利用利用利用利用のおのおのおのお願願願願いいいい書書書書」」」」をををを通通通通じてじてじてじてゴミゴミゴミゴミのののの

持持持持ちちちち帰帰帰帰りをおりをおりをおりをお願願願願いしておりいしておりいしておりいしており、、、、館全体館全体館全体館全体としてごみのとしてごみのとしてごみのとしてごみの発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制にににに取取取取りりりり

組組組組まれていることもまれていることもまれていることもまれていることも確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．運営業務及運営業務及運営業務及運営業務及びびびびサービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上 

    

ⅢⅢⅢⅢ----1111    利用実績及利用実績及利用実績及利用実績及びびびび施設施設施設施設のののの稼動率稼動率稼動率稼動率    

評価実施直前評価実施直前評価実施直前評価実施直前のののの 2222 年間年間年間年間のののの施設稼働率及施設稼働率及施設稼働率及施設稼働率及びびびび利用実績利用実績利用実績利用実績のののの推移推移推移推移につきにつきにつきにつき、、、、半期毎半期毎半期毎半期毎(4(4(4(4 月月月月からからからから 9999 月月月月、、、、及及及及びびびび 10101010

月月月月からからからから 3333 月月月月))))のののの状況状況状況状況をををを確認確認確認確認するするするする。。。。    

    

（（（（1111））））施設施設施設施設のののの利用者数利用者数利用者数利用者数    

全体全体全体全体    
期間期間期間期間    

施設稼働率施設稼働率施設稼働率施設稼働率    利用者数利用者数利用者数利用者数    利用件数利用件数利用件数利用件数    

ＨＨＨＨ21212121    4444～～～～9999 月月月月    70.570.570.570.5％％％％    60,24760,24760,24760,247 人人人人    708708708708 件件件件    

ＨＨＨＨ21212121    10101010～～～～3333 月月月月    74.974.974.974.9％％％％    65,46165,46165,46165,461 人人人人    683683683683 件件件件    

ＨＨＨＨ22222222    4444～～～～9999 月月月月    69.569.569.569.5％％％％    53,64653,64653,64653,646 人人人人    818818818818 件件件件    

ＨＨＨＨ22222222        10101010～～～～12121212 月月月月    73.973.973.973.9％％％％    30,65630,65630,65630,656 人人人人    378378378378 件件件件    

    

    

（（（（2222））））利用内訳利用内訳利用内訳利用内訳    

部屋部屋部屋部屋についてはについてはについてはについては、、、、施設施設施設施設のののの実態実態実態実態にににに合合合合わせてわせてわせてわせて記載記載記載記載するするするする。。。。    

    

利用回数利用回数利用回数利用回数    
室室室室    期間期間期間期間    稼働率稼働率稼働率稼働率    利用可能回数利用可能回数利用可能回数利用可能回数    

昼間昼間昼間昼間    夜間夜間夜間夜間    

HHHH21212121    4444    ～～～～    9999 月月月月    69.369.369.369.3％％％％    348348348348 回回回回    137137137137 回回回回    104104104104 回回回回    

HHHH21212121    10101010    ～～～～    3333 月月月月    68.168.168.168.1％％％％    329329329329 回回回回    137137137137 回回回回    87878787 回回回回    

HHHH22222222    4444    ～～～～    9999 月月月月    62.862.862.862.8％％％％    352352352352 回回回回    137137137137 回回回回    84848484 回回回回    

講
堂
講
堂
講
堂
講
堂    

HHHH22222222    10101010    ～～～～12121212 月月月月    69.969.969.969.9％％％％    166166166166 回回回回    67676767 回回回回    49494949 回回回回    

・・・
・・・
・・・
・・・

    ・・・
・・・
・・・
・・・

    ・・・
・・・
・・・
・・・

    ・・・
・・・
・・・
・・・

    ・・・
・・・
・・・
・・・

    ・・・
・・・
・・・
・・・

    ・・・
・・・
・・・
・・・

    

    

    

利用回数利用回数利用回数利用回数    
室室室室    期間期間期間期間    稼働率稼働率稼働率稼働率    利用可能回数利用可能回数利用可能回数利用可能回数    

午前午前午前午前    午後午後午後午後    夜間夜間夜間夜間    

HHHH21212121        4444    ～～～～    9999 月月月月    62.062.062.062.0％％％％    531531531531 回回回回    119119119119 回回回回    138138138138 回回回回    72727272 回回回回    

HHHH21212121        10101010    ～～～～    3333 月月月月    70.670.670.670.6％％％％    500500500500 回回回回    119119119119 回回回回    111146464646 回回回回    88888888 回回回回    

HHHH22222222    4444    ～～～～    9999 月月月月    69.169.169.169.1％％％％    531531531531 回回回回    135135135135 回回回回    159159159159 回回回回    73737373 回回回回    

和
室
和
室
和
室
和
室    

HHHH22222222    10101010    ～～～～    12121212 月月月月    70.570.570.570.5％％％％    258258258258 回回回回    70707070 回回回回    74747474 回回回回    38383838 回回回回    

    

    

    

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．運営業務及運営業務及運営業務及運営業務及びびびびサービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上    
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（（（（利用内訳続利用内訳続利用内訳続利用内訳続きききき））））    

利用回数利用回数利用回数利用回数    
室室室室    期間期間期間期間    稼働率稼働率稼働率稼働率    利用可能回数利用可能回数利用可能回数利用可能回数    

午前午前午前午前    午後午後午後午後    夜間夜間夜間夜間    

HHHH21212121        4444    ～～～～    9999 月月月月    70.270.270.270.2％％％％    531531531531 回回回回    127127127127 回回回回    143143143143 回回回回    103103103103 回回回回    

H21H21H21H21    10101010    ～～～～    3333    月月月月    75.275.275.275.2％％％％    500500500500 回回回回    135135135135 回回回回    145145145145 回回回回    96969696 回回回回    

HHHH22222222    4444    ～～～～    9999    月月月月    70.670.670.670.6％％％％    531531531531 回回回回    131131131131 回回回回    153153153153 回回回回    91919191 回回回回    

会
議
室

会
議
室

会
議
室

会
議
室
１１１１    

HHHH22222222    10101010    ～～～～    12121212    月月月月    75.675.675.675.6％％％％    258258258258 回回回回    69696969 回回回回    78787878 回回回回    48484848 回回回回    

HHHH21212121    4444    ～～～～    9999    月月月月    80.080.080.080.0％％％％    531531531531 回回回回    143143143143 回回回回    158158158158 回回回回    124124124124 回回回回    

HHHH21212121    10101010    ～～～～    3333    月月月月    83.383.383.383.3％％％％    498498498498 回回回回    141141141141 回回回回    153153153153 回回回回    121121121121 回回回回    

HHHH22222222    4444    ～～～～    9999    月月月月    73.373.373.373.3％％％％    525525525525 回回回回    130130130130 回回回回    160160160160 回回回回    93939393 回回回回    

会
議
室

会
議
室

会
議
室

会
議
室
２２２２    

HHHH22222222    10101010    ～～～～    12121212    月月月月    78.378.378.378.3％％％％    258258258258 回回回回    73737373 回回回回    82828282 回回回回    48484848 回回回回    

HHHH            ～～～～        月月月月    ％％％％    回回回回    回回回回    回回回回    回回回回    

HHHH            ～～～～        月月月月    ％％％％    回回回回    回回回回    回回回回    回回回回    

HHHH            ～～～～        月月月月    ％％％％    回回回回    回回回回    回回回回    回回回回    

・・・
・・・
・・・
・・・

    

HHHH            ～～～～        月月月月    ％％％％    回回回回    回回回回    回回回回    回回回回    

    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

２１２１２１２１年度年度年度年度のののの稼働率稼働率稼働率稼働率はははは、、、、目標目標目標目標としていたとしていたとしていたとしていた対前年比対前年比対前年比対前年比

１１１１％％％％アップアップアップアップをををを達成達成達成達成しましたしましたしましたしました。。。。    

    

２１２１２１２１年度年度年度年度のののの利用者数利用者数利用者数利用者数はははは、「、「、「、「横浜港開港横浜港開港横浜港開港横浜港開港 150150150150 周年周年周年周年

記念記念記念記念」「」「」「」「区政区政区政区政 70707070 周年記念周年記念周年記念周年記念」」」」のののの周年行事周年行事周年行事周年行事のののの開催開催開催開催やややや

「「「「定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金」」」」のののの支給会場支給会場支給会場支給会場となるなどとなるなどとなるなどとなるなど、、、、過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間

でででで最高値最高値最高値最高値をををを示示示示しましたしましたしましたしました。。。。    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

22222222 年度年度年度年度はははは、、、、21212121 年度年度年度年度のののの周年行事周年行事周年行事周年行事がないためがないためがないためがないため、、、、稼働率稼働率稼働率稼働率はははは

やややややややや下下下下がっていますががっていますががっていますががっていますが、、、、逆逆逆逆にににに減免減免減免減免のののの利用利用利用利用がががが少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった

ためためためため収入収入収入収入はははは増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

東東東東横線大倉山駅横線大倉山駅横線大倉山駅横線大倉山駅からからからから徒歩徒歩徒歩徒歩でででで10101010 分足分足分足分足らずのらずのらずのらずの便利便利便利便利なななな立地立地立地立地

ですがですがですがですが、、、、綱島街道綱島街道綱島街道綱島街道にににに面面面面しておりしておりしておりしており、、、、バスバスバスバスのののの便便便便もももも良良良良くくくく新横浜新横浜新横浜新横浜・・・・

東京東京東京東京・・・・川崎川崎川崎川崎・・・・鶴見等鶴見等鶴見等鶴見等からのからのからのからのバスバスバスバスのののの利用者利用者利用者利用者もももも多多多多いいいい事事事事からからからから、、、、

利用者利用者利用者利用者のののの便宜便宜便宜便宜をををを図図図図るためるためるためるためバスバスバスバスのののの時刻表時刻表時刻表時刻表をををを館内館内館内館内にににに掲示掲示掲示掲示しししし

ていますていますていますています。。。。    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題課題課題課題】】】】    

    

    

    

    

【【【【課題課題課題課題へのへのへのへの対応方法対応方法対応方法対応方法】】】】    

新規新規新規新規のののの利用者利用者利用者利用者をををを獲得獲得獲得獲得するためするためするためするため、、、、新新新新しくしくしくしく絵画展開催絵画展開催絵画展開催絵画展開催のためののためののためののための

備品整備備品整備備品整備備品整備、、、、音楽団体音楽団体音楽団体音楽団体のののの交流交流交流交流のののの場場場場をををを提供提供提供提供したりとしたりとしたりとしたりと工夫工夫工夫工夫されておされておされておされてお

りりりり、、、、今後今後今後今後ともともともとも公会堂公会堂公会堂公会堂のののの新規市場開拓新規市場開拓新規市場開拓新規市場開拓がががが期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。    
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ⅢⅢⅢⅢ----2222    利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい受付案内受付案内受付案内受付案内のののの実施実施実施実施    

    利用者利用者利用者利用者がががが利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい受付案内受付案内受付案内受付案内をををを実施実施実施実施しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口をををを設置設置設置設置しししし、、、、受付受付受付受付スタッフスタッフスタッフスタッフがいるがいるがいるがいる。。。。        
✔✔✔✔    

電話電話電話電話ややややＨＰＨＰＨＰＨＰ等等等等によりによりによりにより、、、、利用相談利用相談利用相談利用相談をををを受付受付受付受付けているけているけているけている。。。。        
✔✔✔✔    

スタッフスタッフスタッフスタッフがががが利用者利用者利用者利用者のののの相談相談相談相談にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応できるよできるよできるよできるよ

うううう、、、、応対応対応対応対サービスサービスサービスサービス等等等等のののの研修体制研修体制研修体制研修体制をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

施設施設施設施設のののの空空空空きききき状況状況状況状況にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを利用者利用者利用者利用者にににに随時提随時提随時提随時提

供供供供できるようできるようできるようできるよう資料資料資料資料をををを用意用意用意用意しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口にはにはにはには必必必必ずずずず１１１１人人人人のののの職員職員職員職員がががが常駐常駐常駐常駐しししし、、、、利用者利用者利用者利用者やややや

電話等電話等電話等電話等のののの対応対応対応対応をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

施設施設施設施設のののの空空空空きききき状況状況状況状況はははは「「「「公会堂使用日程表公会堂使用日程表公会堂使用日程表公会堂使用日程表」」」」によりによりによりにより確認確認確認確認

できできできでき、、、、仮予約仮予約仮予約仮予約もももも含含含含めてめてめてめて常常常常にににに更新更新更新更新しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にはにはにはには最新情最新情最新情最新情

報報報報をををを伝伝伝伝えることができますえることができますえることができますえることができます。。。。    

    

    「「「「公会堂利用案内書公会堂利用案内書公会堂利用案内書公会堂利用案内書」」」」をををを受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口にににに備備備備ええええ、、、、希望者希望者希望者希望者にはにはにはには

配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。    

同案内同案内同案内同案内はははは公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰＨＰＨＰＨＰにもにもにもにも掲載掲載掲載掲載していますしていますしていますしています。。。。    

    

年年年年１１１１回回回回、、、、職員職員職員職員はははは「「「「接客対応接客対応接客対応接客対応ののののマナーマナーマナーマナー研修研修研修研修」」」」をををを受講受講受講受講しししし、、、、

平素平素平素平素はははは正副館長正副館長正副館長正副館長がががが適宜指導適宜指導適宜指導適宜指導してしてしてしてマナーアマナーアマナーアマナーアップップップップをををを図図図図ってってってって

いますいますいますいます。。。。    

    

    

        

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

事務所事務所事務所事務所はははは、、、、公会堂入口公会堂入口公会堂入口公会堂入口のすぐのすぐのすぐのすぐ右側右側右側右側にありにありにありにあり、、、、表示表示表示表示があってがあってがあってがあって、、、、利利利利

用者用者用者用者にににに分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい場所場所場所場所にありますにありますにありますにあります。。。。    

受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口がががが、、、、設置設置設置設置されておりされておりされておりされており必必必必ずずずず職員一人職員一人職員一人職員一人はははは居居居居ることがることがることがることが確認確認確認確認ささささ

れましたれましたれましたれました。。。。受受受受けけけけ付付付付けにはけにはけにはけには、「、「、「、「利用案内書利用案内書利用案内書利用案内書」」」」・・・・空空空空きききき状態状態状態状態のののの分分分分かるかるかるかる「「「「使使使使

用日程表用日程表用日程表用日程表」」」」・・・・「「「「申込書申込書申込書申込書」」」」そのそのそのその他種他種他種他種々々々々のののの資料資料資料資料がががが、、、、揃揃揃揃っておりっておりっておりっており利用者利用者利用者利用者

へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。    

HPHPHPHP にもにもにもにも空空空空きききき室状況室状況室状況室状況はははは、、、、掲載掲載掲載掲載されておりされておりされておりされており、、、、随時随時随時随時、、、、利用者利用者利用者利用者にににに最新最新最新最新

のののの情報情報情報情報をををを提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。    

「「「「接遇接遇接遇接遇マナーマナーマナーマナー」」」」のののの研修研修研修研修はははは、、、、年年年年 1111 回回回回、、、、行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、毎月毎月毎月毎月ののののサーサーサーサー

ビスビスビスビス向上委員会向上委員会向上委員会向上委員会でもでもでもでも、、、、マナーマナーマナーマナー向上向上向上向上にににについてはついてはついてはついては、、、、取取取取りりりり上上上上げられてげられてげられてげられて

いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート等等等等でもでもでもでも、、、、ごごごご利用者利用者利用者利用者のごのごのごのご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺うううう機会機会機会機会をををを備備備備ええええ

ておりておりておりており、、、、折折折折にににに触触触触れてれてれてれて接遇接遇接遇接遇についてについてについてについて改善改善改善改善をををを行行行行うううう仕掛仕掛仕掛仕掛けとなっていけとなっていけとなっていけとなってい

ますますますます。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----3333    適切適切適切適切なななな利用情報利用情報利用情報利用情報のののの提供提供提供提供    

    すべてのすべてのすべてのすべての利用者利用者利用者利用者がががが等等等等しくしくしくしく利用情報利用情報利用情報利用情報をををを得得得得ることができるようることができるようることができるようることができるよう、、、、適切適切適切適切なななな利用情報利用情報利用情報利用情報のののの提供提供提供提供をををを行行行行っているっているっているっている

かかかか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

判断基準判断基準判断基準判断基準    チェックチェックチェックチェック

欄欄欄欄    

評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

サービスサービスサービスサービスのののの情報情報情報情報やややや施設利用案内施設利用案内施設利用案内施設利用案内をををを記載記載記載記載したしたしたしたパンフパンフパンフパンフ

レットレットレットレット・・・・掲示物等掲示物等掲示物等掲示物等をををを作成作成作成作成しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

情報提供情報提供情報提供情報提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい言葉遣言葉遣言葉遣言葉遣いやいやいやいや

写真写真写真写真・・・・図図図図・・・・絵等絵等絵等絵等をををを活用活用活用活用しししし、、、、誰誰誰誰にでもわかるようなにでもわかるようなにでもわかるようなにでもわかるような工夫工夫工夫工夫

をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

見学見学見学見学などのなどのなどのなどの希望希望希望希望にににに対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。        
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。        
✔✔✔✔    

    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの名称名称名称名称やややや指定期間指定期間指定期間指定期間、、、、概要等概要等概要等概要等についてについてについてについて館館館館

内内内内のののの掲示板掲示板掲示板掲示板ややややＨＰＨＰＨＰＨＰ等等等等でででで利用者利用者利用者利用者にににに周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

    事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書・・・・事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書をををを公表公表公表公表しているしているしているしている。。。。        ✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記指定管理者記指定管理者記指定管理者記入欄入欄入欄入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

        「「「「港北公会堂港北公会堂港北公会堂港北公会堂ホールホールホールホール案内図案内図案内図案内図」「」「」「」「港北公会堂舞台設備等港北公会堂舞台設備等港北公会堂舞台設備等港北公会堂舞台設備等

備品要覧備品要覧備品要覧備品要覧」「」「」「」「港北公会堂舞台吊物港北公会堂舞台吊物港北公会堂舞台吊物港北公会堂舞台吊物」」」」等等等等のののの各種図面各種図面各種図面各種図面をををを用意用意用意用意

しししし、、、、利用者利用者利用者利用者ののののニーズニーズニーズニーズにににに合合合合わせてわせてわせてわせて配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。    

    

    サービスサービスサービスサービスのののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして「「「「館内館内館内館内をををを見学見学見学見学できますできますできますできます」」」」ととととロビーロビーロビーロビーにににに

掲出掲出掲出掲出しししし、、、、希望者希望者希望者希望者にはにはにはには職員職員職員職員がががが案内案内案内案内していますしていますしていますしています。。。。    

同文同文同文同文はははは公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰＨＰＨＰＨＰにもにもにもにも記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

    

    テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルがががが指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者であることをであることをであることをであることを事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示しししし

ていますていますていますています（（（（社名社名社名社名・・・・指定期間指定期間指定期間指定期間をををを明記明記明記明記）。）。）。）。    

同様同様同様同様にににに公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰＨＰＨＰＨＰにもにもにもにも記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

    

    「「「「事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書」「」「」「」「事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書」」」」はははは横浜市横浜市横浜市横浜市ＨＰＨＰＨＰＨＰにににに掲載掲載掲載掲載されされされされ、、、、

またまたまたまた、、、、事務室事務室事務室事務室にもにもにもにも掲出掲出掲出掲出してしてしてして閲覧希望者閲覧希望者閲覧希望者閲覧希望者にににに対応対応対応対応していましていましていましていま

すすすす。。。。    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの名称名称名称名称・・・・指定期間指定期間指定期間指定期間はははは、、、、館内館内館内館内にににに掲示掲示掲示掲示されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。またまたまたまた HPHPHPHP にもにもにもにも記載記載記載記載されていることがされていることがされていることがされていることが確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    

事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書・・・・事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書はははは、、、、事務所内事務所内事務所内事務所内にににに利用者利用者利用者利用者がががが閲覧閲覧閲覧閲覧でででで

きるようきるようきるようきるよう掲示掲示掲示掲示されておりされておりされておりされており、、、、港北区港北区港北区港北区のののの HPHPHPHP にもにもにもにも公表公表公表公表されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。    

施設施設施設施設ののののホールホールホールホール案内図案内図案内図案内図・・・・舞台設備等備品要覧舞台設備等備品要覧舞台設備等備品要覧舞台設備等備品要覧・・・・舞台吊物等舞台吊物等舞台吊物等舞台吊物等

のののの図面図面図面図面がががが用意用意用意用意されされされされ、、、、利用者利用者利用者利用者にににに分分分分かりやすくなっていますかりやすくなっていますかりやすくなっていますかりやすくなっています。。。。    

見学見学見学見学のののの案内案内案内案内はははは、、、、ロビーロビーロビーロビーにににに掲示掲示掲示掲示されておりされておりされておりされており、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰにもにもにもにも記載記載記載記載されされされされ

ていますていますていますています。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

リピーターリピーターリピーターリピーターのののの利用者利用者利用者利用者にはにはにはには、、、、そのそのそのその時時時時のののの舞台舞台舞台舞台のののの配置配置配置配置をををを詳詳詳詳しくしくしくしく図図図図

示示示示しししし、、、、マイクマイクマイクマイク等必要備品等必要備品等必要備品等必要備品などもなどもなどもなども丁寧丁寧丁寧丁寧にににに記載記載記載記載されておりされておりされておりされており、、、、2222 回目回目回目回目

以降以降以降以降のののの準備準備準備準備がどのがどのがどのがどの職員職員職員職員でもでもでもでも手際手際手際手際よくできるようよくできるようよくできるようよくできるよう工夫工夫工夫工夫されていされていされていされてい

ますますますます。。。。    
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ⅢⅢⅢⅢ----4444    利用方法利用方法利用方法利用方法のののの説明支援説明支援説明支援説明支援①①①①（（（（安全性安全性安全性安全性にににに関関関関するものするものするものするもの））））    

    利用者利用者利用者利用者のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、利用方法利用方法利用方法利用方法のののの説明説明説明説明をををを行行行行いいいい、、、、必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを利用者利用者利用者利用者にににに提供提供提供提供しているしているしているしている

かかかか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

講堂利用者講堂利用者講堂利用者講堂利用者にににに対対対対しししし、、、、施施施施設使用前設使用前設使用前設使用前にににに避難経路避難経路避難経路避難経路やややや施施施施

設設設設・・・・設備設備設備設備のののの安全安全安全安全なななな利用方法利用方法利用方法利用方法についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを実実実実

施施施施しているしているしているしている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

講堂利用者講堂利用者講堂利用者講堂利用者にににに対対対対しししし、、、、施設使用前施設使用前施設使用前施設使用前にににに事前打合事前打合事前打合事前打合せをせをせをせを

実施実施実施実施しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にににに避難経路等避難経路等避難経路等避難経路等のののの確認等確認等確認等確認等をしてもらをしてもらをしてもらをしてもら

っているっているっているっている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ----            

ＣＣＣＣ    ＡＡＡＡにににに該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

ホールホールホールホール催事催事催事催事ではではではでは、、、、利用主催者利用主催者利用主催者利用主催者にににに「「「「災害時等災害時等災害時等災害時等におけるにおけるにおけるにおける

避難誘導等避難誘導等避難誘導等避難誘導等のののの協力協力協力協力についてについてについてについて」」」」にににに協力員氏名協力員氏名協力員氏名協力員氏名をををを記入頂記入頂記入頂記入頂

きききき、「、「、「、「会場整理員会場整理員会場整理員会場整理員    避難誘導員避難誘導員避難誘導員避難誘導員」」」」明記明記明記明記のののの腕章着用腕章着用腕章着用腕章着用をおをおをおをお願願願願

いしていますいしていますいしていますいしています。。。。    

同誘導員同誘導員同誘導員同誘導員にはにはにはには、、、、避難経路避難経路避難経路避難経路、、、、非常口位置非常口位置非常口位置非常口位置をををを説説説説明明明明していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

なおなおなおなお、、、、ホールホールホールホール利用者利用者利用者利用者とのとのとのとの事前打合事前打合事前打合事前打合せせせせ時時時時にもにもにもにも、、、、避難誘避難誘避難誘避難誘

導員名記入導員名記入導員名記入導員名記入やややや避難経路避難経路避難経路避難経路、、、、非常口位置非常口位置非常口位置非常口位置のののの説明説明説明説明をををを行行行行ってってってって

いますいますいますいます。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

ホールホールホールホールのののの催事催事催事催事にはにはにはには、、、、利用主催者利用主催者利用主催者利用主催者からからからから数名数名数名数名のののの避難誘導員避難誘導員避難誘導員避難誘導員をををを選選選選

出出出出していただきしていただきしていただきしていただき、、、、そのそのそのその方方方方々々々々にはにはにはには、、、、避難誘導員避難誘導員避難誘導員避難誘導員のののの腕章腕章腕章腕章をををを巻巻巻巻いていいていいていいてい

ただていますただていますただていますただています。。。。調査日当日調査日当日調査日当日調査日当日にににに映画会映画会映画会映画会がありがありがありがあり、、、、開始前開始前開始前開始前にににに職員職員職員職員がががが、、、、

そのそのそのその日日日日のののの避難誘導員避難誘導員避難誘導員避難誘導員をををを集集集集めめめめ、、、、すべてのすべてのすべてのすべての避難経路避難経路避難経路避難経路をををを案内案内案内案内しししし、、、、鍵鍵鍵鍵のののの

開開開開けけけけ方方方方などなどなどなど詳詳詳詳しくしくしくしく丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明をしていたのがをしていたのがをしていたのがをしていたのが確認出来確認出来確認出来確認出来ましたましたましたました。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----5555    利用方法利用方法利用方法利用方法のののの説明支援説明支援説明支援説明支援②②②②（（（（利便性利便性利便性利便性にににに関関関関するものするものするものするもの））））    

利用者利用者利用者利用者のののの利便性利便性利便性利便性をををを向上向上向上向上させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、様様様様々々々々なななな工夫工夫工夫工夫をををを行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

施設施設施設施設ののののＨＰＨＰＨＰＨＰをををを設置設置設置設置のうえのうえのうえのうえ、、、、利用申請利用申請利用申請利用申請にににに関関関関するするするする情報情報情報情報

をををを載載載載せているせているせているせている。。。。    

    
✔✔✔✔    

施設利用時施設利用時施設利用時施設利用時にににに発生発生発生発生したしたしたした利用上利用上利用上利用上ののののトラブルトラブルトラブルトラブルにににに関関関関すすすす

るるるる事例集事例集事例集事例集をををを作成作成作成作成しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にににに情報提供情報提供情報提供情報提供しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの利用利用利用利用にににに関関関関するするするするアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを利用者利用者利用者利用者にににに

提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

講堂講堂講堂講堂のののの備品備品備品備品・・・・設備設備設備設備のののの資料資料資料資料をををを作成作成作成作成しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にににに公表公表公表公表

しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰＨＰＨＰＨＰでででで「「「「利用申請方法利用申請方法利用申請方法利用申請方法」」」」等等等等のののの情報情報情報情報をををを記載記載記載記載していしていしていしてい

ますますますます。。。。    

    

利用者利用者利用者利用者にはにはにはには音響設備音響設備音響設備音響設備、、、、照明設備照明設備照明設備照明設備をををを含含含含めめめめ施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの

利用上利用上利用上利用上のののの注意注意注意注意やややや操作方法操作方法操作方法操作方法をををを事前事前事前事前にににに説明説明説明説明しししし、「、「、「、「施設利用施設利用施設利用施設利用

打合打合打合打合せせせせ票票票票」（」（」（」（以下以下以下以下「「「「打合打合打合打合せせせせ票票票票」）」）」）」）にににに記載記載記載記載してしてしてして双方双方双方双方でででで保管保管保管保管しししし

ていますていますていますています。。。。    

平台平台平台平台やややや反響板等反響板等反響板等反響板等のののの大型設備利用時大型設備利用時大型設備利用時大型設備利用時にはにはにはには職員職員職員職員がががが一緒一緒一緒一緒

にににに組立組立組立組立てててて、、、、吊吊吊吊りりりり看板綱元操作看板綱元操作看板綱元操作看板綱元操作ややややピアノピアノピアノピアノ移動移動移動移動はははは職員職員職員職員がががが行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。    

貸出用貸出用貸出用貸出用プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクターとととと利用者持込利用者持込利用者持込利用者持込みのみのみのみのパソコンパソコンパソコンパソコンとととと

のののの相性相性相性相性がががが悪悪悪悪かったかったかったかった例例例例があるためがあるためがあるためがあるため、、、、そのそのそのその後後後後はははは必必必必ずずずず事前事前事前事前

にににに接続接続接続接続テストテストテストテストをををを行行行行うよううよううよううよう利用者利用者利用者利用者ににににアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスしていますしていますしていますしています

（「（「（「（「打合打合打合打合せせせせ票票票票」」」」にににに記載記載記載記載）。）。）。）。    

    

各種備品各種備品各種備品各種備品・・・・設備設備設備設備のののの形状形状形状形状をををを明記明記明記明記したしたしたした図面図面図面図面をををを用意用意用意用意しししし、、、、必必必必

要要要要にににに応応応応じてじてじてじて配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

公会堂公会堂公会堂公会堂のののの HPHPHPHP にてにてにてにて「「「「申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法」［」［」［」［施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料］［］［］［］［付属設備使付属設備使付属設備使付属設備使

用料用料用料用料」」」」がががが記載記載記載記載されていますされていますされていますされています。。。。    

    

利用者利用者利用者利用者とはとはとはとは事前事前事前事前にににに［［［［施設利用打施設利用打施設利用打施設利用打ちちちち合合合合わせわせわせわせ表表表表」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、そのそのそのその

際設備際設備際設備際設備のののの使用方法使用方法使用方法使用方法・・・・注意点注意点注意点注意点をををを確認確認確認確認しししし合合合合っていますっていますっていますっています。。。。    

    

施設施設施設施設利用時利用時利用時利用時にににに発生発生発生発生したしたしたしたトラブルトラブルトラブルトラブルについてはについてはについてはについては、、、、ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリ・・・・ハットハットハットハット集集集集とととと

してしてしてして、、、、ファイルファイルファイルファイルされされされされ利用者利用者利用者利用者にもにもにもにも説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。実際実際実際実際にににに平成平成平成平成２１２１２１２１

年年年年４４４４月月月月よりよりよりより反響板反響板反響板反響板のののの扱扱扱扱いのいのいのいの件件件件、、、、舞台舞台舞台舞台のののの備品備品備品備品のののの扱扱扱扱いいいい間違間違間違間違いなどいなどいなどいなど３３３３

件件件件がががが、、、、イラストイラストイラストイラストをををを使使使使いいいい分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく記録記録記録記録されていましたされていましたされていましたされていました。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----6666    事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者とのとのとのとの連携連携連携連携    

    事業事業事業事業をををを主催主催主催主催するするするする施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者（（（（事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者））））とととと情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし、、、、よりよいよりよいよりよいよりよいサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供にににに努努努努めていめていめていめてい

るかるかるかるか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者（（（（事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者））））からからからから情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、施施施施

設設設設でででで実施実施実施実施されるされるされるされる事業内容事業内容事業内容事業内容についてについてについてについて把握把握把握把握しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者（（（（事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者））））からからからから情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、施施施施

設設設設でででで実施実施実施実施されるされるされるされる事業事業事業事業ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール表表表表をををを作成作成作成作成してしてしてして

いるいるいるいる。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

主催者主催者主催者主催者のののの許可許可許可許可をををを得得得得たたたた催事催事催事催事にににに限限限限りりりり、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰ「ＨＰ「ＨＰ「ＨＰ「今月今月今月今月

のののの催催催催しししし」」」」にににに掲載掲載掲載掲載していますしていますしていますしています。。。。    

同文同文同文同文はははは館館館館内内内内にににに掲示掲示掲示掲示しししし、、、、希望者希望者希望者希望者にはにはにはにはコピーコピーコピーコピーをををを配布配布配布配布してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者のののの事業内容事業内容事業内容事業内容はははは申申申申しししし込込込込みみみみ時概略時概略時概略時概略をををを聞聞聞聞きききき、、、、電話電話電話電話などのなどのなどのなどの

問問問問いいいい合合合合わせにわせにわせにわせに返事返事返事返事がががが出来出来出来出来るようるようるようるよう準備準備準備準備されていますされていますされていますされています。。。。ただしただしただしただし個人個人個人個人

情報情報情報情報にににに関関関関するするするする事事事事はははは、、、、問問問問いいいい合合合合わせにはわせにはわせにはわせには答答答答えぬようえぬようえぬようえぬよう配慮配慮配慮配慮されていまされていまされていまされていま

すすすす。。。。事業事業事業事業ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール表表表表はははは、、、、作成作成作成作成されておりされておりされておりされており、、、、主催者主催者主催者主催者からからからから許許許許

可可可可をををを得得得得たたたた事業事業事業事業ははははＰＲＰＲＰＲＰＲのののの意味意味意味意味もありもありもありもあり「「「「今月今月今月今月のののの催催催催しししし」」」」としてとしてとしてとしてＨＰＨＰＨＰＨＰやややや館内館内館内館内

にににに公表公表公表公表していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----7777    施設施設施設施設ののののＰＲＰＲＰＲＰＲのののの実施実施実施実施    

    当該施設当該施設当該施設当該施設についてについてについてについて、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰのののの作成作成作成作成やややや印刷物印刷物印刷物印刷物によるによるによるによる情報提供情報提供情報提供情報提供をををを実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど、、、、施設施設施設施設ののののＰＲＰＲＰＲＰＲにににに資資資資するするするする取取取取

組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施しししし、、、、潜在的潜在的潜在的潜在的なななな利用者利用者利用者利用者へのへのへのへのアピールアピールアピールアピールややややリピーターリピーターリピーターリピーターのののの取取取取りりりり込込込込みをしているかみをしているかみをしているかみをしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のうえのうえのうえのうえ、、、、次次次次のののの項目項目項目項目にににに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

施設独自施設独自施設独自施設独自ののののＨＰＨＰＨＰＨＰ作成作成作成作成やややや情報提供情報提供情報提供情報提供をををを実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど､､､､

積極的積極的積極的積極的ににににＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    
    

ＢＢＢＢ    施設施設施設施設のののの利用利用利用利用パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをををを作成作成作成作成しししし、、、、常常常常にににに希望者希望者希望者希望者にににに

渡渡渡渡すことができるすことができるすことができるすことができる状態状態状態状態となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

    公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰＨＰＨＰＨＰにににに「「「「施設案内施設案内施設案内施設案内・・・・使用料金使用料金使用料金使用料金・・・・申込方法申込方法申込方法申込方法・・・・今月今月今月今月

のののの催催催催しししし・・・・おおおお知知知知らせらせらせらせ・・・・空空空空きききき状況状況状況状況・・・・アクセスアクセスアクセスアクセス」」」」等情報等情報等情報等情報をををを掲載掲載掲載掲載しししし

ていますていますていますています。。。。    

そのそのそのその中中中中のののの「「「「今月今月今月今月のののの催催催催しししし」」」」はははは印刷印刷印刷印刷しししし、、、、港北区内港北区内港北区内港北区内６６６６ヵヵヵヵ所所所所のののの

地区地区地区地区センターセンターセンターセンターへへへへ配布配布配布配布してしてしてして館内館内館内館内でのでのでのでの掲出掲出掲出掲出をおをおをおをお願願願願いしていいしていいしていいしてい

ますますますます。。。。    

    

「「「「港北公会堂利用案内書港北公会堂利用案内書港北公会堂利用案内書港北公会堂利用案内書」」」」はははは受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口にににに用意用意用意用意してあしてあしてあしてあ

りりりり、、、、希望者希望者希望者希望者にににに配布配布配布配布していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    「「「「港北公会堂利用案内書港北公会堂利用案内書港北公会堂利用案内書港北公会堂利用案内書］］］］はははは、、、、受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口にににに用意用意用意用意されていることされていることされていることされていること

がががが確認確認確認確認されましたされましたされましたされました。。。。    

    

    港北公会堂独自港北公会堂独自港北公会堂独自港北公会堂独自ののののＨＰＨＰＨＰＨＰをををを立立立立ちちちち上上上上げておりげておりげておりげており、、、、施設施設施設施設のののの案内案内案内案内・・・・使用申使用申使用申使用申

しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法そのそのそのその他必要事項他必要事項他必要事項他必要事項がががが掲載掲載掲載掲載されていることがされていることがされていることがされていることが確認確認確認確認されまされまされまされま

したしたしたした。「。「。「。「施設施設施設施設のののの予約状況予約状況予約状況予約状況」」」」についてはについてはについてはについては、、、、随時更新随時更新随時更新随時更新されされされされ、、、、常常常常にににに最新最新最新最新

のののの状況状況状況状況がががが掲載掲載掲載掲載されていますされていますされていますされています。。。。    

    

港北公会堂港北公会堂港北公会堂港北公会堂ののののＨＰＨＰＨＰＨＰ・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    

http://yokohamahttp://yokohamahttp://yokohamahttp://yokohama----kouhokukouhokukouhokukouhoku----koukaido.jp/koukaido.jp/koukaido.jp/koukaido.jp/    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

港北公会堂港北公会堂港北公会堂港北公会堂がががが毎月編集毎月編集毎月編集毎月編集しているしているしているしている「「「「今月今月今月今月のののの催催催催しししし」」」」ははははカラーカラーカラーカラー印刷印刷印刷印刷

でででで、、、、編集後記編集後記編集後記編集後記もあるもあるもあるもあるシャレタシャレタシャレタシャレタ作作作作りにりにりにりになっておりなっておりなっておりなっており、、、、ミニコミミニコミミニコミミニコミ誌誌誌誌のののの雰囲雰囲雰囲雰囲

気気気気がありがありがありがあり、、、、当公会堂当公会堂当公会堂当公会堂ののののＰＲＰＲＰＲＰＲにににに供供供供しているしているしているしている。。。。    
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ⅢⅢⅢⅢ----8888    サービスサービスサービスサービス水準水準水準水準のののの確保確保確保確保    

    個個個個々々々々ののののサービスサービスサービスサービスについてについてについてについて、、、、対応職員対応職員対応職員対応職員によってによってによってによって格差格差格差格差がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、、、、施設施設施設施設ののののサービスサービスサービスサービス水準水準水準水準をををを確保確保確保確保すすすす

るためのるためのるためのるための取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

施設施設施設施設ののののサービスサービスサービスサービス水準水準水準水準をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、標準的標準的標準的標準的なななな

業務実施手順業務実施手順業務実施手順業務実施手順やややや注意点等注意点等注意点等注意点等がわかりやすくがわかりやすくがわかりやすくがわかりやすく明文化明文化明文化明文化

（（（（マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成等作成等作成等作成等））））されているされているされているされている。。。。    

    

✔✔✔✔    

全職員全職員全職員全職員がががが一貫一貫一貫一貫したしたしたした認識認識認識認識をををを共有共有共有共有したしたしたした上上上上ででででサービスサービスサービスサービス

をををを提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

職員職員職員職員のののの意見意見意見意見をををを取取取取りりりり入入入入れながられながられながられながら、、、、標準的標準的標準的標準的なななな業務実業務実業務実業務実

施手順等施手順等施手順等施手順等ををををスタッフミーティングスタッフミーティングスタッフミーティングスタッフミーティング等等等等においてにおいてにおいてにおいて定期定期定期定期

的的的的にににに見直見直見直見直しているしているしているしている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

職員職員職員職員にはにはにはには各種業務各種業務各種業務各種業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを配布配布配布配布しししし、、、、サービスサービスサービスサービス水水水水

準準準準をををを維持維持維持維持していますしていますしていますしています。。。。    

申請書類誤記入防止等申請書類誤記入防止等申請書類誤記入防止等申請書類誤記入防止等のののの注意喚起票注意喚起票注意喚起票注意喚起票（（（（ポイントアドポイントアドポイントアドポイントアド

バイスバイスバイスバイス））））もももも事務取扱机上事務取扱机上事務取扱机上事務取扱机上にににに設置設置設置設置してしてしてして万全万全万全万全をををを期期期期していましていましていましていま

すすすす。。。。    

        

日日日日々々々々のののの業務業務業務業務でででで持持持持ちちちち上上上上がったがったがったがった必要必要必要必要なななな情報情報情報情報はははは、「、「、「、「連絡連絡連絡連絡ノノノノ

ートートートート（（（（名称名称名称名称「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも帳帳帳帳」）」」）」」）」」）」でででで職員職員職員職員にににに周知周知周知周知しししし、、、、正副館長正副館長正副館長正副館長

がががが指導指導指導指導していますしていますしていますしています（（（（各自署名押印各自署名押印各自署名押印各自署名押印）。）。）。）。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    「「「「利用申込書利用申込書利用申込書利用申込書のののの書書書書きききき方方方方」」」」からからからから始始始始まるまるまるまる各種業務各種業務各種業務各種業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルがががが一冊一冊一冊一冊

にまとめられにまとめられにまとめられにまとめられ、、、、そのそのそのそのファイルファイルファイルファイルをををを職員職員職員職員はははは一人一人一人一人ずつずつずつずつ保持保持保持保持しているしているしているしている。。。。    

    ４４４４名名名名ののののパートスタッフパートスタッフパートスタッフパートスタッフはははは、、、、時間帯時間帯時間帯時間帯がががが違違違違うためおうためおうためおうためお互互互互いがいがいがいが合合合合うううう機会機会機会機会

がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、業務連絡業務連絡業務連絡業務連絡ノートノートノートノートのののの「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも帳帳帳帳」」」」がががが有効有効有効有効にににに使使使使われわれわれわれ

ているているているている。。。。すべてのすべてのすべてのすべての職員職員職員職員がががが回覧回覧回覧回覧しししし、、、、確認印確認印確認印確認印をををを押押押押しししし職員間職員間職員間職員間のののの共通認共通認共通認共通認

識確立識確立識確立識確立にににに役立役立役立役立っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

業務業務業務業務マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルはははは、、、、業務業務業務業務をををを細細細細かくかくかくかく分分分分けけけけ、、、、イラストイラストイラストイラスト入入入入りのりのりのりの大大大大きなきなきなきな文文文文

字字字字でででで分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく作作作作られておりられておりられておりられており、、、、すべてのすべてのすべてのすべての業務業務業務業務がががが一冊一冊一冊一冊ののののマニュマニュマニュマニュ

アルアルアルアル帳帳帳帳でででで分分分分かるかるかるかる非常非常非常非常にににに使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のののの良良良良いできいできいできいでき栄栄栄栄えですえですえですえです。。。。    
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ⅢⅢⅢⅢ----9999    職員間職員間職員間職員間でのでのでのでの情報共有化情報共有化情報共有化情報共有化    

    職員間職員間職員間職員間でででで、、、、適切適切適切適切にににに各種情報各種情報各種情報各種情報のののの共有化共有化共有化共有化がががが実現実現実現実現されされされされているかているかているかているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

情報情報情報情報のののの流流流流れがれがれがれが明確明確明確明確にされにされにされにされ、、、、必要必要必要必要なななな情報情報情報情報がががが職員職員職員職員にににに

的確的確的確的確にににに届届届届くようなくようなくようなくような体制体制体制体制がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

職員間職員間職員間職員間でででで、、、、情報共有情報共有情報共有情報共有をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした定期的定期的定期的定期的なななな会議会議会議会議

（（（（スタッフミーティングスタッフミーティングスタッフミーティングスタッフミーティング等等等等））））がががが開催開催開催開催されているされているされているされている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。            

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな特記事項特記事項特記事項特記事項やややや引継事項引継事項引継事項引継事項はははは「「「「巡回巡回巡回巡回チェックシーチェックシーチェックシーチェックシー

トトトト」「」「」「」「業務日誌業務日誌業務日誌業務日誌」」」」にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ記入記入記入記入することですることですることですることで情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし

ていますていますていますています。。。。    

区役所区役所区役所区役所からのからのからのからの依頼文書依頼文書依頼文書依頼文書、、、、支店支店支店支店からのからのからのからの指示文書等指示文書等指示文書等指示文書等はははは、、、、

職員職員職員職員にににに回覧回覧回覧回覧してしてしてして保存保存保存保存していますしていますしていますしています（（（（各自署名押印各自署名押印各自署名押印各自署名押印）。）。）。）。    

    

必要必要必要必要なななな情報情報情報情報はははは「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも帳帳帳帳」」」」」」」」でででで職員職員職員職員にににに周知周知周知周知しししし、、、、正副正副正副正副

館長館長館長館長がががが指導指導指導指導していますしていますしていますしています（（（（各自署名押印各自署名押印各自署名押印各自署名押印）。）。）。）。    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    日常日常日常日常のののの業務業務業務業務はははは、「、「、「、「巡回巡回巡回巡回チェックシートチェックシートチェックシートチェックシート」」」」及及及及びびびび［［［［業務日誌業務日誌業務日誌業務日誌］］］］にににに記録記録記録記録

されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    上記上記上記上記とはとはとはとは別別別別のののの「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも帳帳帳帳」」」」にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを記載記載記載記載しししし職員全員職員全員職員全員職員全員がががが

見見見見てててて、、、、確認印確認印確認印確認印をををを押押押押しししし、、、、情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化をををを徹底徹底徹底徹底していますしていますしていますしています。。。。    

    

    現場現場現場現場スタッフスタッフスタッフスタッフととととテルウェルテルウェルテルウェルテルウェル本社本社本社本社、、、、同神奈川支店両職員同神奈川支店両職員同神奈川支店両職員同神奈川支店両職員によるによるによるによるササササ

ービスービスービスービス向上委員会向上委員会向上委員会向上委員会がががが、、、、毎月定例毎月定例毎月定例毎月定例でででで行行行行われわれわれわれ、、、、運営検討会運営検討会運営検討会運営検討会としてとしてとしてとして共共共共

通認識通認識通認識通認識をををを確立確立確立確立しているしているしているしている。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----10101010    個個個個人情報人情報人情報人情報のののの保護保護保護保護    

    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに対対対対するするするする体制体制体制体制がががが整整整整っているかっているかっているかっているか。。。。    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてのすべてのすべてのすべてにににに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

横浜市横浜市横浜市横浜市がががが規定規定規定規定するするするする個人情報取扱特記事項個人情報取扱特記事項個人情報取扱特記事項個人情報取扱特記事項についについについについ

てててて、、、、年年年年 1111 回以上点検回以上点検回以上点検回以上点検をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

個個個個々々々々のののの職員職員職員職員にににに対対対対しししし、、、、横浜市横浜市横浜市横浜市がががが規定規定規定規定するするするする個人情報個人情報個人情報個人情報

取扱特記事項取扱特記事項取扱特記事項取扱特記事項のののの理解度理解度理解度理解度についてについてについてについて、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも年年年年にににに

1111 回回回回、、、、評価評価評価評価をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

✔✔✔✔    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。        
✔✔✔✔    

個人情報個人情報個人情報個人情報をををを収集収集収集収集するするするする際際際際はははは必要必要必要必要なななな範囲内範囲内範囲内範囲内でででで適切適切適切適切なななな

手段手段手段手段でででで収集収集収集収集しししし、、、、目的以外目的以外目的以外目的以外にににに使用使用使用使用していないしていないしていないしていない。。。。    

    
✔✔✔✔    

個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱いにいにいにいに関関関関するするするするルールルールルールルールややややマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル

等等等等がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、管理責任者管理責任者管理責任者管理責任者がががが特定特定特定特定されているされているされているされている。。。。    

    
✔✔✔✔    

個人情報個人情報個人情報個人情報のののの漏洩漏洩漏洩漏洩、、、、滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損及損及損及損及びびびび改改改改ざんのざんのざんのざんの防止防止防止防止、、、、

そのそのそのその他他他他のののの個人情報個人情報個人情報個人情報のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな

措置措置措置措置をををを講講講講じているじているじているじている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    

個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて、、、、職員等職員等職員等職員等にににに対対対対するするするする研研研研

修修修修をををを年年年年 1111 回以上実施回以上実施回以上実施回以上実施しししし、、、、個別個別個別個別にににに誓約書誓約書誓約書誓約書をををを取取取取っていっていっていってい

るるるる。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポインアピールポインアピールポインアピールポイントトトト】】】】    

    職員職員職員職員はははは年年年年 2222 回回回回、、、、テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルのののの個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関すすすす

るるるる講習講習講習講習をををを受受受受けていますけていますけていますけています（（（（資料資料資料資料、、、、テストテストテストテスト用紙等用紙等用紙等用紙等はははは保存保存保存保存）。）。）。）。    

テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルのののの個人情報個人情報個人情報個人情報にににに関関関関するするするするマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等をををを事務事務事務事務

室室室室にににに掲出掲出掲出掲出しししし、「、「、「、「個人情報保護責任者名個人情報保護責任者名個人情報保護責任者名個人情報保護責任者名（（（（テルウェルテルウェルテルウェルテルウェル社社社社

長長長長・・・・館長館長館長館長）」）」）」）」をををを事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

    

横浜市横浜市横浜市横浜市のののの個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱いについてはいについてはいについてはいについては、、、、研修研修研修研修をををを年年年年 1111

回実施回実施回実施回実施しししし、、、、職員職員職員職員はははは誓約書誓約書誓約書誓約書をををを提出提出提出提出していますしていますしていますしています。。。。    

    

個人情報個人情報個人情報個人情報がががが記載記載記載記載のののの「「「「使用許可申請書使用許可申請書使用許可申請書使用許可申請書」「」「」「」「打合打合打合打合せせせせ票票票票」」」」等等等等

にはにはにはには「「「「目的以外目的以外目的以外目的以外にはにはにはには使用使用使用使用しないしないしないしない」」」」旨旨旨旨をををを明記明記明記明記してしてしてして、、、、同書類同書類同書類同書類

やややや社内用社内用社内用社内用セキュリテイセキュリテイセキュリテイセキュリテイ情報等情報等情報等情報等はははは鍵付鍵付鍵付鍵付きのきのきのきの書庫書庫書庫書庫にににに保管保管保管保管しししし

ていますていますていますています。。。。    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

事務所事務所事務所事務所にはにはにはには、「、「、「、「個人情報保護基本方針個人情報保護基本方針個人情報保護基本方針個人情報保護基本方針」」」」がががが掲示掲示掲示掲示されてされてされてされて、、、、管理管理管理管理

責任者責任者責任者責任者はははは、、、、館長館長館長館長となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの施錠付施錠付施錠付施錠付きききき書庫書庫書庫書庫でのでのでのでの保管保管保管保管、、、、PCPCPCPC のののの個人情報個人情報個人情報個人情報ののののパスワパスワパスワパスワ

ードードードード使用使用使用使用、、、、個人情報入個人情報入個人情報入個人情報入りのりのりのりの書類書類書類書類ののののシュッレダーシュッレダーシュッレダーシュッレダー処理処理処理処理などはすべなどはすべなどはすべなどはすべ

てててて確認確認確認確認されましたされましたされましたされました。。。。    

    職員職員職員職員のののの個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの研修研修研修研修はははは、、、、年年年年２２２２回回回回はははは行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日情報日情報日情報日情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ研修研修研修研修    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月１４１４１４１４日情報日情報日情報日情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ・・・・マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステム    

研修研修研修研修がががが確認確認確認確認されされされされ、、、、６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日にはにはにはには、「、「、「、「社員社員社員社員のののの守守守守るべきるべきるべきるべき事項事項事項事項」」」」とのとのとのとの命命命命

題題題題でででで個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関するするするするミニテストミニテストミニテストミニテストもももも行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

    横浜市横浜市横浜市横浜市のののの個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱特記取扱特記取扱特記取扱特記事項事項事項事項もももも年一回年一回年一回年一回のののの研修研修研修研修がががが実施実施実施実施ささささ

れれれれ、、、、職員職員職員職員はははは誓約書誓約書誓約書誓約書をををを提出済提出済提出済提出済みですみですみですみです。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者「「「「テルウェルテルウェルテルウェルテルウェル東日本東日本東日本東日本（（（（株株株株）」）」）」）」はははは平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１２１２１２１２月月月月にににに        

プライバシーマークプライバシーマークプライバシーマークプライバシーマークをををを取得済取得済取得済取得済みでみでみでみで、、、、情報通信事業情報通信事業情報通信事業情報通信事業にににに従事従事従事従事するするするする事事事事

からからからから、、、、個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、厳格厳格厳格厳格にににに管理管理管理管理されていますされていますされていますされています。。。。    
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ⅢⅢⅢⅢ----11111111    事故防止対策事故防止対策事故防止対策事故防止対策へのへのへのへの取組取組取組取組    

    事故防止事故防止事故防止事故防止のためののためののためののための体制体制体制体制のののの構築構築構築構築・・・・取組取組取組取組をををを行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

過去過去過去過去にににに発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故のののの内容内容内容内容やややや対応内容対応内容対応内容対応内容（（（（事故発事故発事故発事故発

生生生生のののの例例例例がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、他類似施設等他類似施設等他類似施設等他類似施設等におけるにおけるにおけるにおける事事事事

例例例例のののの収集収集収集収集などなどなどなど））））をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、原因分析原因分析原因分析原因分析をををを実施実施実施実施しししし、、、、改善改善改善改善

のためののためののためののための対応対応対応対応をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

✔✔✔✔    

事故防止事故防止事故防止事故防止ののののチェックリストチェックリストチェックリストチェックリストややややマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル類類類類をををを用用用用いいいい、、、、

施設施設施設施設・・・・設備等設備等設備等設備等のののの安全性安全性安全性安全性ややややサービスサービスサービスサービス内容等内容等内容等内容等ををををチェッチェッチェッチェッ

ククククしししし、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて改善改善改善改善しているしているしているしている。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

事故防止策事故防止策事故防止策事故防止策のののの研修等研修等研修等研修等をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        

✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    事故防止事故防止事故防止事故防止ののののチェックリストチェックリストチェックリストチェックリストやややや事故防止事故防止事故防止事故防止・・・・事故対応事故対応事故対応事故対応

マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにのいずれにのいずれにのいずれにもももも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

公会堂公会堂公会堂公会堂のののの業務開始以来業務開始以来業務開始以来業務開始以来、、、、事故事故事故事故はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

    

他施設他施設他施設他施設でのでのでのでの事故例事故例事故例事故例をををを取取取取りりりり上上上上げてげてげてげて事故防止策事故防止策事故防止策事故防止策のののの研修研修研修研修

をををを行行行行いいいい、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂にににに該当該当該当該当するするするする項目項目項目項目はははは実践実践実践実践してしてしてして「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも

帳帳帳帳」」」」でででで周知周知周知周知していますしていますしていますしています（（（（下記例下記例下記例下記例）。）。）。）。    

①①①①ステージステージステージステージでのでのでのでの綱元綱元綱元綱元ににににワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー・・・・ロックロックロックロックをかけてをかけてをかけてをかけて職員職員職員職員

のみがのみがのみがのみが操作操作操作操作    

②②②②ステージステージステージステージへのへのへのへの階段階段階段階段、、、、客席通路客席通路客席通路客席通路にににに手摺手摺手摺手摺をををを設置設置設置設置    

③③③③「「「「エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターにににに子子子子どもどもどもども一人一人一人一人でででで乗乗乗乗らないようにらないようにらないようにらないように」」」」とととと表表表表

示示示示    

        

職員職員職員職員はははは事故事故事故事故につながるようなにつながるようなにつながるようなにつながるような案件案件案件案件をををを発見発見発見発見したしたしたした場合場合場合場合、、、、

速速速速やかにやかにやかにやかに正副館長正副館長正副館長正副館長にににに報告報告報告報告しししし、、、、防止策防止策防止策防止策をををを講講講講じていますじていますじていますじています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    ホールホールホールホールのののの舞台関係舞台関係舞台関係舞台関係のののの機械装置機械装置機械装置機械装置のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いといといといと事故防止事故防止事故防止事故防止のためのためのためのため

のののの安全管理安全管理安全管理安全管理ののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル類類類類はははは、、、、すべてすべてすべてすべてマニュアルファイルマニュアルファイルマニュアルファイルマニュアルファイルにあにあにあにあ

りりりり、、、、各職員各職員各職員各職員がががが、、、、所有所有所有所有しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    多少多少多少多少ともともともとも事故事故事故事故につながりそうなにつながりそうなにつながりそうなにつながりそうな出来事出来事出来事出来事があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、都度都度都度都度

「「「「なんでもなんでもなんでもなんでも帳帳帳帳」」」」にににに記載記載記載記載されされされされ、、、、職員職員職員職員へのへのへのへの研修材料研修材料研修材料研修材料とされていますとされていますとされていますとされています。。。。    

    これまでこれまでこれまでこれまで無事故無事故無事故無事故でででで来来来来ていますがていますがていますがていますが、、、、他施設他施設他施設他施設でででで舞台舞台舞台舞台のののの看板看板看板看板がががが落落落落ちちちち

たたたた事故事故事故事故をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、舞台舞台舞台舞台でよくでよくでよくでよく使使使使うううう吊物装置吊物装置吊物装置吊物装置４４４４ｶｶｶｶ所所所所はははは操作操作操作操作がががが危危危危

険険険険でででで、、、、職員職員職員職員のみのみのみのみ扱扱扱扱うううう旨旨旨旨、、、、従来従来従来従来よりよりよりより張張張張りりりり紙紙紙紙をしていましたがをしていましたがをしていましたがをしていましたが、、、、実際実際実際実際

はははは利用者利用者利用者利用者がががが操作操作操作操作することがすることがすることがすることが見受見受見受見受けられたのでけられたのでけられたのでけられたので、、、、安全性安全性安全性安全性をををを考慮考慮考慮考慮

しししし、、、、ワイヤーロックワイヤーロックワイヤーロックワイヤーロックをををを架架架架けけけけ、、、、職員職員職員職員をををを呼呼呼呼ばないとばないとばないとばないと動動動動かせないかせないかせないかせない仕組仕組仕組仕組みみみみ

としたとしたとしたとした例例例例がありますがありますがありますがあります。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----12121212    事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制のののの構築構築構築構築    

    事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制がががが確立確立確立確立されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

施設内施設内施設内施設内でででで、、、、事故対応責任者事故対応責任者事故対応責任者事故対応責任者をををを明文化明文化明文化明文化ししししているているているている。。。。        
✔✔✔✔    

発生発生発生発生したしたしたした事故内容等事故内容等事故内容等事故内容等についてのについてのについてのについての記録記録記録記録をををを作成作成作成作成してしてしてして

いるいるいるいる（（（（ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリ・・・・ハハハハットットットット集集集集のののの作成作成作成作成）。）。）。）。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

事故対応策事故対応策事故対応策事故対応策のののの研修等研修等研修等研修等をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制をををを確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。        
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

    事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時にはにはにはには、、、、正副館長正副館長正副館長正副館長がががが責任者責任者責任者責任者としてとしてとしてとして対応対応対応対応しししし

ますますますます。。。。    

事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの「「「「緊急連絡体制緊急連絡体制緊急連絡体制緊急連絡体制」」」」をををを事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示しししし、、、、

迅速迅速迅速迅速にににに関係各方面関係各方面関係各方面関係各方面へへへへ連絡連絡連絡連絡できるようになっていますできるようになっていますできるようになっていますできるようになっています。。。。    

    

昨年昨年昨年昨年、、、、館外館外館外館外でのでのでのでの転倒者転倒者転倒者転倒者をををを発見発見発見発見したしたしたした人人人人がががが職員職員職員職員にににに通報通報通報通報。。。。

職員職員職員職員はははは館長館長館長館長へへへへ報告報告報告報告とととと同時同時同時同時にににに救急車救急車救急車救急車をををを要請要請要請要請したことがあしたことがあしたことがあしたことがあ

りますりますりますります。。。。    

本例本例本例本例はははは緊急時緊急時緊急時緊急時対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルにににに即応即応即応即応したものでししたものでししたものでししたものでし

たたたた。。。。    

    

職員職員職員職員はははは年年年年１１１１回回回回、、、、港北消防署等港北消防署等港北消防署等港北消防署等のののの指導指導指導指導ででででＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ取扱取扱取扱取扱いいいい

のののの研修研修研修研修をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの「「「「緊急連絡体制緊急連絡体制緊急連絡体制緊急連絡体制」」」」がががが事務所事務所事務所事務所にににに掲示掲示掲示掲示されされされされ事故対応事故対応事故対応事故対応

責任者責任者責任者責任者はははは、、、、正正正正・・・・副館長副館長副館長副館長とととと明示明示明示明示されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    事故対応策事故対応策事故対応策事故対応策のののの研修研修研修研修はははは毎年行毎年行毎年行毎年行われておりわれておりわれておりわれており、、、、昨年昨年昨年昨年はははは１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日にににに

港北消防署港北消防署港北消防署港北消防署のののの指導指導指導指導をををを得得得得てててて、「、「、「、「階段階段階段階段でででで転転転転んだんだんだんだ方方方方へのへのへのへの介護方法介護方法介護方法介護方法｣｣｣｣のののの

研修研修研修研修をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----13131313    災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制のののの構築構築構築構築    

    災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制がががが確立確立確立確立されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

講堂利用講堂利用講堂利用講堂利用においてにおいてにおいてにおいて、、、、不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数のののの集客事業集客事業集客事業集客事業をををを実実実実

施施施施するするするする場合場合場合場合、、、、利用者利用者利用者利用者からからからから災害等災害等災害等災害等におけるにおけるにおけるにおける避難誘避難誘避難誘避難誘

導等防災協力員届導等防災協力員届導等防災協力員届導等防災協力員届をををを受領受領受領受領しししし、、、、事前事前事前事前にににに協議協議協議協議をををを実施実施実施実施

しているしているしているしている。。。。    

    

✔✔✔✔    

防災防災防災防災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等にににに基基基基づきづきづきづき、、、、避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練やややや防災訓防災訓防災訓防災訓

練等練等練等練等をををを最低年最低年最低年最低年にににに 2222 回回回回はははは実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

災害時災害時災害時災害時のののの連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制やややや職員職員職員職員のののの役割分担等役割分担等役割分担等役割分担等がががが明示明示明示明示

されているされているされているされている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

地域地域地域地域やややや関連機関関連機関関連機関関連機関とのとのとのとの連携体制連携体制連携体制連携体制をををを整備整備整備整備しているしているしているしている。。。。        
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    防災防災防災防災にににに関関関関するするするするマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等がががが整備整備整備整備されているされているされているされている。。。。        
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

ホールホールホールホール催事催事催事催事ではではではでは、、、、主催者主催者主催者主催者にににに避難誘導等避難誘導等避難誘導等避難誘導等のののの協力協力協力協力をおをおをおをお

願願願願いしいしいしいし、、、、避難経路避難経路避難経路避難経路やややや非常口非常口非常口非常口のののの開錠方法開錠方法開錠方法開錠方法をををを十分十分十分十分にににに説明説明説明説明しししし

ていますていますていますています。。。。    

    

年年年年２２２２回回回回、、、、港北消防署港北消防署港北消防署港北消防署のののの指導指導指導指導によるによるによるによる防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを行行行行いいいい、、、、

「「「「自衛消防自衛消防自衛消防自衛消防のののの組織組織組織組織とととと任務分担任務分担任務分担任務分担」」」」をををを事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示しししし、、、、職員職員職員職員

はははは自自自自らのらのらのらの役割役割役割役割をををを遂行遂行遂行遂行できるようになっていますできるようになっていますできるようになっていますできるようになっています。。。。    

    

またまたまたまた、、、、ケガケガケガケガ、、、、病気等病気等病気等病気等にににに対応対応対応対応できるできるできるできる近隣病院近隣病院近隣病院近隣病院のののの連絡先連絡先連絡先連絡先

明記明記明記明記のののの緊急時対応緊急時対応緊急時対応緊急時対応図図図図をををを事務室事務室事務室事務室にににに掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています（（（（マニマニマニマニ

ュアルュアルュアルュアルとしてもとしてもとしてもとしても職員職員職員職員にににに配布配布配布配布）。）。）。）。        

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    調査日当日調査日当日調査日当日調査日当日（（（（２２２２月月月月６６６６日日日日））））にににに避難誘導協力員届避難誘導協力員届避難誘導協力員届避難誘導協力員届をををを主催者主催者主催者主催者からからからから受領受領受領受領

しししし、、、、開演前開演前開演前開演前にににに協力員協力員協力員協力員にににに館内館内館内館内をををを案内案内案内案内しししし避難誘導避難誘導避難誘導避難誘導のののの説明説明説明説明をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にしにしにしにし

ていたのをていたのをていたのをていたのを確認確認確認確認できましたできましたできましたできました。。。。    

    「「「「自衛消防自衛消防自衛消防自衛消防のののの組織組織組織組織とととと任務分担任務分担任務分担任務分担」」」」がががが事務所事務所事務所事務所にににに掲示掲示掲示掲示されていることされていることされていることされていること

がががが確認確認確認確認されましたされましたされましたされました。。。。    

    緊急時対応緊急時対応緊急時対応緊急時対応のののの消防署消防署消防署消防署・・・・近隣病院近隣病院近隣病院近隣病院・・・・区役所責任者等区役所責任者等区役所責任者等区役所責任者等のののの連絡先連絡先連絡先連絡先がががが

掲示掲示掲示掲示されていますされていますされていますされています。。。。    

    防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練はははは、、、、年年年年２２２２回回回回はははは、、、、行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。昨年昨年昨年昨年はははは港北消防署港北消防署港北消防署港北消防署

署員署員署員署員をををを講師講師講師講師にににに迎迎迎迎ええええ、、、、９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日とととと１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日行日行日行日行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----14141414    利用者利用者利用者利用者のののの意見意見意見意見・・・・苦情苦情苦情苦情をををを抽出抽出抽出抽出するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築    

    利用者利用者利用者利用者がががが意見意見意見意見やややや苦情苦情苦情苦情をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

利用者利用者利用者利用者がががが苦情苦情苦情苦情やややや意見意見意見意見をををを述述述述べやすいようべやすいようべやすいようべやすいよう、、、、窓口窓口窓口窓口（（（（ごごごご

意見箱意見箱意見箱意見箱のののの設置設置設置設置、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰでのでのでのでの受付等受付等受付等受付等））））をををを設置設置設置設置しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

利用者利用者利用者利用者からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情やややや意見等意見等意見等意見等がががが寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた際際際際にににに

はははは、、、、内容内容内容内容をををを記録記録記録記録しししし、、、、対応策対応策対応策対応策をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。        
✔✔✔✔    

ごごごご意見意見意見意見ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルのののの利用方法利用方法利用方法利用方法にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを提供提供提供提供

しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    

ごごごご意見意見意見意見ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルにににに意見等意見等意見等意見等がががが寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた場合場合場合場合、、、、そそそそ

のののの対応方法等対応方法等対応方法等対応方法等につきにつきにつきにつき公表公表公表公表しているしているしているしている。。。。    
非該当非該当非該当非該当    非該当非該当非該当非該当    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルはははは““““ごごごご意見意見意見意見ははははサービスサービスサービスサービス向上向上向上向上につながるにつながるにつながるにつながる宝宝宝宝

箱箱箱箱””””    とととと認識認識認識認識しししし、「、「、「、「ごごごご意見箱意見箱意見箱意見箱」」」」をををを館内館内館内館内にににに設置設置設置設置してしてしてして利用者利用者利用者利用者かかかか

らのらのらのらの意見等意見等意見等意見等をををを受付受付受付受付けけけけ、、、、そのそのそのその回答回答回答回答をををを掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

    

横浜市横浜市横浜市横浜市のののの「「「「ごごごご意見意見意見意見ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル」」」」のののの電話番電話番電話番電話番号号号号・・・・ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号

をををを館内館内館内館内にににに掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

業務開始以来業務開始以来業務開始以来業務開始以来、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂にににに寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた「「「「ごごごご意見意見意見意見ダイヤダイヤダイヤダイヤ

ルルルル」」」」はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが、、、、正副館長正副館長正副館長正副館長はははは定期的定期的定期的定期的にににに内容内容内容内容をををを確認確認確認確認

していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

公会堂公会堂公会堂公会堂のののの入口入口入口入口のすぐののすぐののすぐののすぐの所所所所にににに、、、、ごごごご意見箱意見箱意見箱意見箱がががが置置置置かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    

苦情苦情苦情苦情のののの対応方法及対応方法及対応方法及対応方法及びびびび苦情責任者苦情責任者苦情責任者苦情責任者をををを明示明示明示明示したしたしたした文章文章文章文章がががが掲示掲示掲示掲示されてされてされてされて

いますいますいますいます。。。。    

実際実際実際実際にににに、、、、最近最近最近最近のののの苦情苦情苦情苦情・・・・要望要望要望要望とそのとそのとそのとその回答回答回答回答がががが２２２２件掲示板件掲示板件掲示板件掲示板にににに公表公表公表公表ささささ

れていましたれていましたれていましたれていました。。。。    

    「「「「ごごごご意見意見意見意見ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル」」」」のののの電話番号電話番号電話番号電話番号・・・・FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号はははは館内館内館内館内にににに掲示掲示掲示掲示されてされてされてされて

いますがいますがいますがいますが、、、、これまでまだこれまでまだこれまでまだこれまでまだ活用活用活用活用されたされたされたされた例例例例はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記特記特記特記事項事項事項事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----15151515    利用者利用者利用者利用者のののの苦情解決体制苦情解決体制苦情解決体制苦情解決体制のののの構築構築構築構築    

    利用者利用者利用者利用者のののの意見意見意見意見、、、、苦情等苦情等苦情等苦情等をををを受受受受けてけてけてけて、、、、迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体制体制体制体制をををを構築構築構築構築しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

利用者利用者利用者利用者にににに対対対対しししし、、、、苦情等苦情等苦情等苦情等へのへのへのへの対応手順対応手順対応手順対応手順、、、、担当者等担当者等担当者等担当者等

がががが明文化明文化明文化明文化されているされているされているされている。。。。    

    
✔✔✔✔    

苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを利用者等利用者等利用者等利用者等にににに周知周知周知周知しているしているしているしている。。。。        
✔✔✔✔    

苦情等苦情等苦情等苦情等のののの内容内容内容内容をををを検討検討検討検討しししし、、、、そのそのそのその対応策対応策対応策対応策をををを講講講講じていじていじていじてい

るるるる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

苦情等苦情等苦情等苦情等へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策につにつにつについていていていて、、、、利用者利用者利用者利用者へへへへ公表公表公表公表してしてしてして

いるいるいるいる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    ＡＡＡＡのののの中中中中でいずれかでいずれかでいずれかでいずれか 1111 つはつはつはつは該当該当該当該当するするするする。。。。        
    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

ごごごご意見意見意見意見・・・・ごごごご要望等受付窓口要望等受付窓口要望等受付窓口要望等受付窓口のののの責任者責任者責任者責任者（（（（テルウェルテルウェルテルウェルテルウェル神神神神

奈川支店奈川支店奈川支店奈川支店・・・・館長館長館長館長））））をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、館内館内館内館内にににに掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

    

寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた意見意見意見意見とととと回答回答回答回答はははは、、、、館内館内館内館内のののの「「「「おおおお客様客様客様客様へのおへのおへのおへのお返返返返

事事事事ボードボードボードボード」」」」でででで掲示掲示掲示掲示しししし、、、、またまたまたまた、、、、年年年年２２２２回開催回開催回開催回開催のののの利用者代表利用者代表利用者代表利用者代表とととと

のののの話合話合話合話合いのいのいのいの場場場場であるであるであるである「「「「地域連絡会議地域連絡会議地域連絡会議地域連絡会議」」」」のののの席上席上席上席上でもでもでもでも公表公表公表公表

していますしていますしていますしています。。。。    

        

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    苦情苦情苦情苦情・・・・ごごごご意見意見意見意見のののの受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口のののの責責責責任者名任者名任者名任者名をををを明示明示明示明示していることをしていることをしていることをしていることを確確確確

認認認認しましたしましたしましたしました。。。。    

    最近最近最近最近のごのごのごのご意見意見意見意見とそのとそのとそのとその回答回答回答回答がががが、、、、２２２２件館内件館内件館内件館内ののののボードボードボードボードにににに掲示掲示掲示掲示されてされてされてされて

いることがいることがいることがいることが確認確認確認確認されましたされましたされましたされました。。。。    

    公会堂公会堂公会堂公会堂でででで対応対応対応対応できないできないできないできない要望要望要望要望などはなどはなどはなどは、、、、集約意見集約意見集約意見集約意見としてとしてとしてとして、、、、区役所区役所区役所区役所にににに

伝伝伝伝えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

またまたまたまた年年年年２２２２回回回回あるあるあるある利用者代表利用者代表利用者代表利用者代表（（（（近隣近隣近隣近隣のののの地区地区地区地区センターセンターセンターセンターよりよりよりより２２２２名名名名・・・・老老老老

人人人人クラブクラブクラブクラブ連合会連合会連合会連合会１１１１名名名名））））をををを含含含含むむむむ「「「「地域連絡会議地域連絡会議地域連絡会議地域連絡会議」」」」でもごでもごでもごでもご意見意見意見意見・・・・苦情等苦情等苦情等苦情等

をををを公表公表公表公表していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    
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ⅢⅢⅢⅢ----16161616    利用者利用者利用者利用者モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングのののの実施実施実施実施    

    サービスサービスサービスサービス全体全体全体全体にににに対対対対するするするする利用者利用者利用者利用者のののの満足度満足度満足度満足度をををを把握把握把握把握しししし、、、、課題課題課題課題があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはにはにはには対応策対応策対応策対応策をををを講講講講じているかじているかじているかじているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングのののの調査調査調査調査結果結果結果結果・・・・分析及分析及分析及分析及びびびび課課課課

題題題題とそのとそのとそのとその対応策対応策対応策対応策までまでまでまで公表公表公表公表しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査結果調査結果調査結果調査結果をををを取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ、、、、

そのそのそのその中中中中からからからから課題課題課題課題をををを抽出抽出抽出抽出のののの上上上上、、、、対応策対応策対応策対応策をををを講講講講じていじていじていじてい

るるるる。。。。    

    

✔✔✔✔    

ＡＡＡＡ    

施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者にににに対対対対するするするするモニタリングモニタリングモニタリングモニタリングをををを実施実施実施実施していしていしていしてい

るるるる。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    サービスサービスサービスサービス全体全体全体全体にににに対対対対するするするする利用者利用者利用者利用者モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングをををを最最最最

低低低低、、、、年年年年 1111 回回回回以上実施以上実施以上実施以上実施しているしているしているしている。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

    利用者代表利用者代表利用者代表利用者代表（（（（主催者主催者主催者主催者））））とととと一般利用者一般利用者一般利用者一般利用者にににに分分分分けけけけ、、、、年年年年 2222 回回回回のののの

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングをををを実施実施実施実施しししし、、、、結果結果結果結果をををを館内館内館内館内にににに掲出掲出掲出掲出していますしていますしていますしています。。。。    

    

    モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングでのでのでのでの要望等要望等要望等要望等はははは、、、、可能可能可能可能なななな案件案件案件案件はははは即刻実施即刻実施即刻実施即刻実施

しししし、、、、テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルだけでだけでだけでだけで実現不可能実現不可能実現不可能実現不可能なななな案件案件案件案件はははは集約意見集約意見集約意見集約意見とととと

してしてしてして区役所区役所区役所区役所にににに報告報告報告報告していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

    毎年夏季毎年夏季毎年夏季毎年夏季（（（（６６６６----７７７７月月月月））））とととと冬季冬季冬季冬季（（（（１２１２１２１２----１１１１月月月月））））のののの２２２２回回回回ののののアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。昨年昨年昨年昨年はははは、、、、夏季夏季夏季夏季がががが１６１６１６１６件件件件、、、、冬季冬季冬季冬季がががが３０３０３０３０件件件件のののの回答回答回答回答がががが

ありありありあり、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフにににに対対対対するするするする満足度満足度満足度満足度はははは９５９５９５９５パーセントパーセントパーセントパーセント以上以上以上以上のののの高率高率高率高率をををを占占占占

めていますめていますめていますめています。。。。    

    アンケートアンケートアンケートアンケートのののの要望事項要望事項要望事項要望事項はははは丁寧丁寧丁寧丁寧にににに対応対応対応対応しておりしておりしておりしており、、、、即即即即ちちちち、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに改改改改

善善善善できるできるできるできる事事事事はははは実行実行実行実行しししし、、、、出来出来出来出来ないことはなぜできないかをないことはなぜできないかをないことはなぜできないかをないことはなぜできないかを回答回答回答回答しししし、、、、

区役所区役所区役所区役所にいうべきことはにいうべきことはにいうべきことはにいうべきことは集約意見集約意見集約意見集約意見としてとしてとしてとして報告報告報告報告していますしていますしていますしています。。。。これらこれらこれらこれら

のののの結果結果結果結果はははは、、、、すべてすべてすべてすべて館内館内館内館内にににに掲示掲示掲示掲示・・・・公表公表公表公表されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果ははははＰＣＰＣＰＣＰＣをををを使使使使ってってってって簡潔簡潔簡潔簡潔なななな表表表表にににに作成作成作成作成されされされされ、、、、表紙表紙表紙表紙

のののの部分部分部分部分にににに要望要望要望要望・・・・対応対応対応対応がまとめられがまとめられがまとめられがまとめられ、、、、一目瞭然一目瞭然一目瞭然一目瞭然のののの分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい作作作作

りになっていますりになっていますりになっていますりになっています。。。。    
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．収支状況収支状況収支状況収支状況 

    

ⅣⅣⅣⅣ----1111    指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料のののの執行状況執行状況執行状況執行状況    

    指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料はははは適正適正適正適正にににに執行執行執行執行されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    
判断基準判断基準判断基準判断基準    

チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    チェックチェックチェックチェック欄欄欄欄    評価評価評価評価（（（（AAAA・・・・ＢＢＢＢ・・・・Ｃ）Ｃ）Ｃ）Ｃ）    

ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢにににに該当該当該当該当のののの上上上上、、、、外部外部外部外部のののの監査監査監査監査をををを受受受受けているけているけているけている。。。。    
○○○○    ✔✔✔✔    

次次次次のすべてにのすべてにのすべてにのすべてに該当該当該当該当するするするする。。。。        
✔✔✔✔    

適切適切適切適切なななな経理書類経理書類経理書類経理書類がががが作成作成作成作成されているされているされているされている。。。。        
✔✔✔✔    

経理経理経理経理をををを担当担当担当担当するするするする職員職員職員職員をををを配置配置配置配置しているしているしているしている。。。。        
✔✔✔✔    

収支決算書収支決算書収支決算書収支決算書にににに記載記載記載記載されているされているされているされている費目費目費目費目にににに関関関関しししし、、、、伝票伝票伝票伝票

がががが存在存在存在存在するするするする。。。。    

    
✔✔✔✔    

ＢＢＢＢ    

通帳通帳通帳通帳やややや印鑑印鑑印鑑印鑑などがなどがなどがなどが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されているされているされているされている。。。。        
✔✔✔✔    

ＣＣＣＣ    Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂのいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも該当該当該当該当しないしないしないしない。。。。        

ＡＡＡＡ    

    

ＡＡＡＡ    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

監査法人監査監査法人監査監査法人監査監査法人監査（（（（あずさあずさあずさあずさ監査法人監査法人監査法人監査法人））））をををを年年年年１１１１回受回受回受回受けけけけ、、、、適正適正適正適正

にににに管理管理管理管理していますしていますしていますしています。。。。    

    

経理担当副館長経理担当副館長経理担当副館長経理担当副館長ははははテルウェルテルウェルテルウェルテルウェル神奈川支店経理担当神奈川支店経理担当神奈川支店経理担当神奈川支店経理担当

者者者者とととと連携連携連携連携しししし、、、、適正適正適正適正にににに伝票伝票伝票伝票・・・・帳簿類帳簿類帳簿類帳簿類のののの管理管理管理管理をををを行行行行っていまっていまっていまっていま

すすすす    

    

    

    

    

【【【【評価評価評価評価のののの理由理由理由理由】】】】    

経理担当副館長経理担当副館長経理担当副館長経理担当副館長がががが配置配置配置配置されておりされておりされておりされており、、、、支払支払支払支払いはいはいはいは原則原則原則原則としてとしてとしてとしてテルテルテルテル

ウェルウェルウェルウェル神奈川支店神奈川支店神奈川支店神奈川支店にてにてにてにて行行行行われますがわれますがわれますがわれますが、、、、請求書請求書請求書請求書はははは、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂ででででチェチェチェチェ

ックックックックのののの上上上上、、、、支払支払支払支払いいいい指示指示指示指示をををを出出出出しししし、、、、請求書請求書請求書請求書コピーコピーコピーコピーはははは公会堂公会堂公会堂公会堂でででで保管保管保管保管してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

小口小口小口小口のののの現金入金現金入金現金入金現金入金はははは、、、、利用料金管理簿利用料金管理簿利用料金管理簿利用料金管理簿・・・・領収書管理簿領収書管理簿領収書管理簿領収書管理簿でででで管理管理管理管理

されされされされ都度担当者都度担当者都度担当者都度担当者とととと責任者責任者責任者責任者のののの検印検印検印検印がされていますがされていますがされていますがされています。。。。手持手持手持手持ちちちち現金現金現金現金

はははは、、、、窓口現金引窓口現金引窓口現金引窓口現金引きききき継継継継ぎぎぎぎ表表表表でででで日日日日々々々々管理管理管理管理されておりされておりされておりされており、、、、早番早番早番早番・・・・遅番遅番遅番遅番のののの

引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ時時時時もももも担当者担当者担当者担当者とととと責任者責任者責任者責任者のののの検印検印検印検印がされていますがされていますがされていますがされています。。。。    

    またまたまたまた、、、、あずさあずさあずさあずさ監査法人監査法人監査法人監査法人のののの外部監査外部監査外部監査外部監査をををを年年年年１１１１回受回受回受回受けておりますけておりますけておりますけております。。。。    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題等課題等課題等課題等】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．収支状況収支状況収支状況収支状況    
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ⅣⅣⅣⅣ----2222    収支決算状況収支決算状況収支決算状況収支決算状況    

    予算予算予算予算とととと決算決算決算決算にににに大幅大幅大幅大幅なななな相違相違相違相違がないかがないかがないかがないか。。。。収入収入収入収入－－－－支出支出支出支出ががががプラスプラスプラスプラスになっているかになっているかになっているかになっているか。。。。    

    

確認事項確認事項確認事項確認事項    

（（（（予算収入予算収入予算収入予算収入        26,791,62026,791,62026,791,62026,791,620 円円円円））））    －－－－        （（（（決算収入決算収入決算収入決算収入        25,363,13725,363,13725,363,13725,363,137    円円円円））））    ＝＝＝＝    1,428,1,428,1,428,1,428,483483483483 円円円円    

（（（（予算支出予算支出予算支出予算支出        26,791,62026,791,62026,791,62026,791,620    円円円円））））    －－－－    （（（（決算支出決算支出決算支出決算支出        25,363,13725,363,13725,363,13725,363,137    円円円円））））    ＝＝＝＝    1,428,4831,428,4831,428,4831,428,483 円円円円    

（（（（決算収入決算収入決算収入決算収入        25,363,13725,363,13725,363,13725,363,137    円円円円））））    －－－－    （（（（決算支出決算支出決算支出決算支出        25,363,13725,363,13725,363,13725,363,137    円円円円））））    ＝＝＝＝    0000 円円円円    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

21212121 年度年度年度年度にににに予定予定予定予定していたしていたしていたしていた屋外壁面広告屋外壁面広告屋外壁面広告屋外壁面広告がががが横浜市横浜市横浜市横浜市のののの

規制規制規制規制（（（（横浜市屋外広告物条例横浜市屋外広告物条例横浜市屋外広告物条例横浜市屋外広告物条例））））によりによりによりにより実施実施実施実施できませんできませんできませんできません

でしたでしたでしたでした。。。。    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

収支収支収支収支がががが、、、、ゼロゼロゼロゼロになっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、実質的実質的実質的実質的にはにはにはには、、、、事務経事務経事務経事務経

費部分費部分費部分費部分がががが、、、、プラスプラスプラスプラスですですですです。。。。    

    

ⅣⅣⅣⅣ----3333    利用料金収入実績利用料金収入実績利用料金収入実績利用料金収入実績    

    事業計画事業計画事業計画事業計画書等書等書等書等でででで示示示示したしたしたした利用料金収入利用料金収入利用料金収入利用料金収入のののの目標値目標値目標値目標値がどのがどのがどのがどの程度達成程度達成程度達成程度達成されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

事業計画書等事業計画書等事業計画書等事業計画書等でででで示示示示したしたしたした目標値目標値目標値目標値    達成割合達成割合達成割合達成割合（（（（利用料金収入利用料金収入利用料金収入利用料金収入////目標値目標値目標値目標値××××100100100100））））    

    

10,003,62010,003,62010,003,62010,003,620    

    

    

9,739,834/10,003,6209,739,834/10,003,6209,739,834/10,003,6209,739,834/10,003,620××××100100100100＝＝＝＝97.497.497.497.4％％％％    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、「、「、「、「横浜港開港横浜港開港横浜港開港横浜港開港 150150150150 周年記念周年記念周年記念周年記念」「」「」「」「区政区政区政区政 70707070

周年記念周年記念周年記念周年記念」」」」等周年行事等周年行事等周年行事等周年行事のののの開催開催開催開催（（（（減免利用減免利用減免利用減免利用））））がががが多多多多かったかったかったかった

ためためためため、、、、目標目標目標目標のののの利用料利用料利用料利用料がががが１００１００１００１００％％％％にににに達達達達しませんでしたしませんでしたしませんでしたしませんでした。。。。    

    

    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題課題課題課題】】】】    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者としてとしてとしてとして初年度初年度初年度初年度にににに当当当当たるたるたるたる平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、、、、

稼働稼働稼働稼働率率率率はははは２０２０２０２０年度年度年度年度にににに比比比比べべべべ２２２２～～～～７７７７％％％％上上上上がりましたががりましたががりましたががりましたが、、、、減減減減

免利用免利用免利用免利用がががが多多多多くくくく、、、、利用料収入利用料収入利用料収入利用料収入はははは、、、、目標目標目標目標にににに若干足若干足若干足若干足りなかりなかりなかりなか

ったもののったもののったもののったものの、、、、予定予定予定予定していたしていたしていたしていた広告収入広告収入広告収入広告収入６０６０６０６０万万万万がががが、、、、なかっなかっなかっなかっ

たことをたことをたことをたことを考考考考えるとえるとえるとえると結果結果結果結果はははは良良良良かったといえますかったといえますかったといえますかったといえます。。。。    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度もももも、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの１１１１％％％％アップアップアップアップをををを目標目標目標目標にしてにしてにしてにして

おりおりおりおり、、、、後後後後２２２２ｶｶｶｶ月月月月をををを残残残残していますがしていますがしていますがしていますが達成達成達成達成のののの見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    
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ⅣⅣⅣⅣ----4444    経費節減経費節減経費節減経費節減のののの取組取組取組取組    

    経費節減経費節減経費節減経費節減のためののためののためののための努力努力努力努力をををを行行行行っているかっているかっているかっているか    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

ホールホールホールホール利用利用利用利用のないのないのないのない時時時時にはにはにはにはロビーロビーロビーロビーのののの照明照明照明照明をををを半分消半分消半分消半分消

灯灯灯灯していますしていますしていますしています。。。。    

22222222時時時時～～～～9999時時時時のののの夜間夜間夜間夜間はははは自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機のののの照明照明照明照明をををを消灯消灯消灯消灯してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

    

    

    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題課題課題課題】】】】    

    

    

    

    

    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

ロビーロビーロビーロビーのののの照明照明照明照明やややや自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機のののの夜間夜間夜間夜間のののの照明照明照明照明などなどなどなど

でででで経費節減経費節減経費節減経費節減につとめていますにつとめていますにつとめていますにつとめています。。。。    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者はははは、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年にににに ISOISOISOISO１４００１１４００１１４００１１４００１環境環境環境環境マネマネマネマネ

ジメントシステムジメントシステムジメントシステムジメントシステムをををを取得取得取得取得しておりしておりしておりしており、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、審査会社審査会社審査会社審査会社によによによによ

るるるるチェックチェックチェックチェックをををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、ゴミゴミゴミゴミのののの減量減量減量減量、、、、

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、グリーングリーングリーングリーン購入物品調達購入物品調達購入物品調達購入物品調達、、、、利用者利用者利用者利用者のののの節電節電節電節電、、、、

節水節水節水節水のののの呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛けをけをけをけを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．そのそのそのその他他他他 

    

    ⅠⅠⅠⅠ～～～～ⅣⅣⅣⅣのののの評価項目評価項目評価項目評価項目ではではではでは評価評価評価評価しきれなかったしきれなかったしきれなかったしきれなかった特筆事項特筆事項特筆事項特筆事項（（（（施設独自施設独自施設独自施設独自のののの工夫工夫工夫工夫などなどなどなど））））やややや改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点につにつにつにつ

いていていていて。。。。    

    

指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄指定管理者記入欄    第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄第三者評価機関記入欄    

【【【【アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント】】】】    

    テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルはははは地域文化地域文化地域文化地域文化のののの発展発展発展発展にににに寄与寄与寄与寄与することもすることもすることもすることも公公公公

会堂会堂会堂会堂のののの使命使命使命使命とととと考考考考ええええ、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度にににに下記下記下記下記ののののプログラムプログラムプログラムプログラムをををを展展展展

開開開開しましたしましたしましたしました。。。。    

①①①①美術展等開催誘致美術展等開催誘致美術展等開催誘致美術展等開催誘致のためのためのためのため、、、、絵画額吊下絵画額吊下絵画額吊下絵画額吊下げげげげ用金具用金具用金具用金具

等等等等をををを整備整備整備整備しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、美術団体美術団体美術団体美術団体のののの協力協力協力協力によりによりによりにより

月例絵画教室月例絵画教室月例絵画教室月例絵画教室をををを開催開催開催開催    

②②②②複数複数複数複数のののの音楽団体音楽団体音楽団体音楽団体にににに交流交流交流交流のののの場場場場をををを提供提供提供提供（（（（一日間一日間一日間一日間のののの全全全全

館全日提供館全日提供館全日提供館全日提供））））    

    

【【【【改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点・・・・課題課題課題課題】】】】    

    

【【【【特記事項特記事項特記事項特記事項】】】】    

テルウェルテルウェルテルウェルテルウェル東日本東日本東日本東日本がががが、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂のののの使命使命使命使命はははは「「「「街街街街のののの広広広広

場場場場」」」」にしようとのにしようとのにしようとのにしようとの考考考考ええええ方方方方のののの実現実現実現実現をををを、、、、館長以下館長以下館長以下館長以下、、、、職員一職員一職員一職員一

同同同同がががが心掛心掛心掛心掛けていることがけていることがけていることがけていることが判判判判りましたりましたりましたりました。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、    

①①①① 職員職員職員職員のののの利用者利用者利用者利用者へのへのへのへの接遇態度接遇態度接遇態度接遇態度がががが「「「「明明明明るくるくるくるく、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧」」」」    

（（（（アンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果でででで満足度満足度満足度満足度がががが極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい数値数値数値数値

をををを示示示示していますしていますしていますしています））））    

②②②② 館長館長館長館長のののの言葉言葉言葉言葉でででで、、、、トイレトイレトイレトイレのののの利用利用利用利用だけのだけのだけのだけの方方方方でもでもでもでも自販自販自販自販

機機機機のののの飲料飲料飲料飲料をををを購入購入購入購入するだけのするだけのするだけのするだけの方方方方でもでもでもでも歓迎歓迎歓迎歓迎するとのするとのするとのするとの

意識意識意識意識がががが徹底徹底徹底徹底していますしていますしていますしています。。。。    

③③③③ 「「「「今月今月今月今月のののの催催催催しししし」」」」にはにはにはには、、、、来館歓迎来館歓迎来館歓迎来館歓迎のののの言葉言葉言葉言葉をををを入入入入れれれれミニミニミニミニ

コミコミコミコミ誌誌誌誌のごとくのごとくのごとくのごとく利用利用利用利用しししし、、、、館内館内館内館内だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく港北区港北区港北区港北区６６６６ｶｶｶｶ

所所所所のののの地区地区地区地区センターセンターセンターセンターにもにもにもにも掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

    

館内館内館内館内にあるにあるにあるにある２２２２台台台台のののの飲料自動販売機飲料自動販売機飲料自動販売機飲料自動販売機はははは、、、、災害対策型災害対策型災害対策型災害対策型

自販機自販機自販機自販機となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、災害時災害時災害時災害時にはにはにはには無料無料無料無料でででで飲料飲料飲料飲料がががが取取取取りりりり

出出出出せるようになっているためせるようになっているためせるようになっているためせるようになっているため、、、、災害時災害時災害時災害時にはにはにはには一般一般一般一般のののの

方方方方々々々々のののの役役役役にににに立立立立つつつつ仕組仕組仕組仕組みになっみになっみになっみになっていますていますていますています。。。。    

    

公会堂公会堂公会堂公会堂でででで定期定期定期定期のののの演奏会演奏会演奏会演奏会をしているをしているをしているをしている港北区民吹奏楽港北区民吹奏楽港北区民吹奏楽港北区民吹奏楽

団団団団とととと夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに練習練習練習練習のためのためのためのため公会堂公会堂公会堂公会堂をををを使使使使うううう中学校中学校中学校中学校とのとのとのとの合合合合

同練習会同練習会同練習会同練習会をををを公会堂側公会堂側公会堂側公会堂側からからからから持持持持ちかけちかけちかけちかけ、、、、そのそのそのその後中学生後中学生後中学生後中学生のののの

吹奏楽団吹奏楽団吹奏楽団吹奏楽団ががががゲストゲストゲストゲスト出演出演出演出演するなどするなどするなどするなど異世代異世代異世代異世代のののの交流交流交流交流というというというという

成果生成果生成果生成果生みみみみ出出出出しましたしましたしましたしました。。。。    

    

予定予定予定予定していたしていたしていたしていた屋外壁面屋外壁面屋外壁面屋外壁面がががが、、、、横浜市横浜市横浜市横浜市のののの規制規制規制規制によりによりによりにより無無無無

理理理理となったためとなったためとなったためとなったため、、、、それにそれにそれにそれに代代代代わるわるわるわる事業事業事業事業としてとしてとしてとして「「「「有料広告有料広告有料広告有料広告

ラックラックラックラック」」」」をををを始始始始めていますめていますめていますめています。。。。１２１２１２１２コマコマコマコマありありありあり１１１１コマコマコマコマ月月月月２２２２，，，，００００００００００００

円円円円のののの料金料金料金料金（（（（最低最低最低最低３３３３ヵヵヵヵ月間条件月間条件月間条件月間条件））））でででで既既既既にににに何何何何コマコマコマコマかはかはかはかは埋埋埋埋まままま

っておりっておりっておりっており、、、、収入収入収入収入をををを増増増増やすやすやすやす工夫工夫工夫工夫がががが見見見見られますられますられますられます。。。。    

    

    

ⅤⅤⅤⅤ．．．．そのそのそのその他他他他    
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ⅥⅥⅥⅥ．．．．評評評評価結果価結果価結果価結果のまとのまとのまとのまとめめめめ 

    

公会堂公会堂公会堂公会堂評価結果一覧表評価結果一覧表評価結果一覧表評価結果一覧表    
施設名施設名施設名施設名    ：：：：    横浜市港北公会堂横浜市港北公会堂横浜市港北公会堂横浜市港北公会堂    
    

評価機関名評価機関名評価機関名評価機関名    ：：：：    株式会社株式会社株式会社株式会社    第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価    
    

評価項目評価項目評価項目評価項目    
指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者    

自己評価結果自己評価結果自己評価結果自己評価結果    

評価機関評価機関評価機関評価機関    

評価結果評価結果評価結果評価結果    
                    

IIII．．．．総則総則総則総則    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

1.1.1.1.施設施設施設施設のののの目的目的目的目的やややや基本方針基本方針基本方針基本方針のののの確立確立確立確立    公会堂公会堂公会堂公会堂のののの設置目的設置目的設置目的設置目的にににに基基基基づいたづいたづいたづいた管理運営上管理運営上管理運営上管理運営上のののの基本方針基本方針基本方針基本方針がががが確立確立確立確立されておりされておりされておりされており、、、、職員職員職員職員がががが

理解理解理解理解しているかしているかしているかしているか    
ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

2.2.2.2.施設目的施設目的施設目的施設目的のののの達成度達成度達成度達成度    施設施設施設施設のののの管理運営管理運営管理運営管理運営をををを通通通通してしてしてして、、、、施設目的施設目的施設目的施設目的をををを達成達成達成達成できているかできているかできているかできているか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

3.3.3.3.職員職員職員職員のののの勤務実績勤務実績勤務実績勤務実績、、、、配置状況配置状況配置状況配置状況    管理職管理職管理職管理職をををを含含含含むむむむ常勤職員及常勤職員及常勤職員及常勤職員及びびびび非常勤職員非常勤職員非常勤職員非常勤職員のののの勤務実績勤務実績勤務実績勤務実績、、、、配置状況配置状況配置状況配置状況はははは適切適切適切適切かかかか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

4.4.4.4.職員職員職員職員ののののマナーマナーマナーマナー    利用者利用者利用者利用者がががが気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう､､､､利用者利用者利用者利用者にににに対対対対するするするする職員職員職員職員のののの接客接客接客接客マナーマナーマナーマナーはははは適切適切適切適切かかかか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

    

5.5.5.5.開館開館開館開館のののの実績実績実績実績    仕様書仕様書仕様書仕様書にににに定定定定められためられためられためられた、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書等等等等のとおりのとおりのとおりのとおりにににに開館開館開館開館しているかしているかしているかしているか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    
                    
IIIIIIII．．．．施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

1.1.1.1.建物建物建物建物・・・・設備設備設備設備のののの保守点検保守点検保守点検保守点検    建物建物建物建物・・・・設備設備設備設備がががが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されされされされ、、、、安全性安全性安全性安全性のののの確保及確保及確保及確保及びびびび良好良好良好良好なななな機能機能機能機能のののの保持保持保持保持がががが実現実現実現実現されてされてされてされて

いるかいるかいるかいるか    
ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

2.2.2.2.非常口非常口非常口非常口・・・・避難経路等避難経路等避難経路等避難経路等のののの点検点検点検点検    非常口非常口非常口非常口やややや避難経路等避難経路等避難経路等避難経路等のののの管理管理管理管理がががが適切適切適切適切になされているかになされているかになされているかになされているか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

3.3.3.3.備品備品備品備品のののの管理管理管理管理    備品備品備品備品がががが適切適切適切適切にににに管理管理管理管理されているかされているかされているかされているか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

4.4.4.4.清掃業務清掃業務清掃業務清掃業務    利用者利用者利用者利用者がががが快適快適快適快適にににに利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう、、、、清掃清掃清掃清掃がががが行行行行きききき届届届届いているかいているかいているかいているか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

5.5.5.5.警備業務警備業務警備業務警備業務    安全安全安全安全でででで安心感安心感安心感安心感のあるのあるのあるのある環境環境環境環境をををを確保確保確保確保しているかしているかしているかしているか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

6.6.6.6.外構施設外構施設外構施設外構施設のののの保守点検保守点検保守点検保守点検    安全性安全性安全性安全性のののの確保及確保及確保及確保及びびびび良好良好良好良好なななな機能機能機能機能のののの保持保持保持保持がががが実現実現実現実現されているかされているかされているかされているか    非該当非該当非該当非該当    非該当非該当非該当非該当    

7.7.7.7.植栽植栽植栽植栽・・・・樹木等樹木等樹木等樹木等のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    利用者利用者利用者利用者がががが快適快適快適快適にににに過過過過ごせるようなごせるようなごせるようなごせるような良好良好良好良好なななな景観景観景観景観がががが保保保保たれているかたれているかたれているかたれているか    非該当非該当非該当非該当    非該当非該当非該当非該当    

    

8.8.8.8.ゴミゼロゴミゼロゴミゼロゴミゼロ推進運動推進運動推進運動推進運動へのへのへのへの取組取組取組取組    横浜横浜横浜横浜ＧＧＧＧ30303030 プランプランプランプランにににに則則則則ったったったったゴミゼロゴミゼロゴミゼロゴミゼロ推進運動推進運動推進運動推進運動へへへへ取取取取りりりり組組組組んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか    ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    
                    
IIIIIIIIIIII．．．．運営運営運営運営業務業務業務業務及及及及びびびびサービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上    AAAA    AAAA    

1.1.1.1.利用実績及利用実績及利用実績及利用実績及びびびび施設施設施設施設のののの稼働率稼働率稼働率稼働率    ----            

2.2.2.2.利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい受付案内受付案内受付案内受付案内のののの実施実施実施実施    利用者利用者利用者利用者がががが利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい受付案内受付案内受付案内受付案内をををを実施実施実施実施しているかしているかしているかしているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

3.3.3.3.適切適切適切適切なななな利用情報利用情報利用情報利用情報のののの提供提供提供提供    すべすべすべすべてのてのてのての利用者利用者利用者利用者がががが等等等等しくしくしくしく利用情報利用情報利用情報利用情報をををを得得得得ることができるようることができるようることができるようることができるよう、、、、適切適切適切適切なななな利用情報利用情報利用情報利用情報のののの提供提供提供提供

をををを行行行行っているかっているかっているかっているか    
ＡＡＡＡ    AAAA    

4.4.4.4.利用方法利用方法利用方法利用方法のののの説明支援説明支援説明支援説明支援①①①①（（（（安全性安全性安全性安全性にににに関関関関するものするものするものするもの））））    利用者利用者利用者利用者のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、利用方法利用方法利用方法利用方法のののの説明説明説明説明をををを行行行行いいいい、、、、必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを利用者利用者利用者利用者にににに

提供提供提供提供しているかしているかしているかしているか    
ＡＡＡＡ    AAAA    

5.5.5.5.利用方法利用方法利用方法利用方法のののの説明支援説明支援説明支援説明支援②②②②（（（（利便性利便性利便性利便性にににに関関関関するものするものするものするもの））））    利用者利用者利用者利用者のののの利便性利便性利便性利便性をををを向上向上向上向上させるためにさせるためにさせるためにさせるために様様様様々々々々なななな工夫工夫工夫工夫をををを行行行行っているかっているかっているかっているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

6.6.6.6.事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者とのとのとのとの連携連携連携連携    事業事業事業事業をををを主催主催主催主催するするするする施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者とととと情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし、、、、よりよいよりよいよりよいよりよいサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供にににに努努努努めているめているめているめている

かかかか    
ＡＡＡＡ    AAAA    

7.7.7.7.施設施設施設施設のののの PRPRPRPR のののの実施実施実施実施    施設施設施設施設ののののＰＲＰＲＰＲＰＲにににに資資資資するするするする取組取組取組取組みをみをみをみを実施実施実施実施しししし、、、、潜在的潜在的潜在的潜在的なななな利用者利用者利用者利用者へのへのへのへのアピールアピールアピールアピールややややリピーターリピーターリピーターリピーターのののの

取取取取りりりり込込込込みをしているかみをしているかみをしているかみをしているか    
ＡＡＡＡ    AAAA    

8.8.8.8.サービスサービスサービスサービス水準水準水準水準のののの確保確保確保確保    個個個個々々々々ののののサービスサービスサービスサービスについてについてについてについて、、、、対応職員対応職員対応職員対応職員によってによってによってによって格差格差格差格差がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう、、、、施設施設施設施設ののののサービスサービスサービスサービス

水準水準水準水準をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行っているかっているかっているかっているか    
ＡＡＡＡ    AAAA    

9.9.9.9.職員間職員間職員間職員間でのでのでのでの情報共有化情報共有化情報共有化情報共有化    職員間職員間職員間職員間でででで、、、、適切適切適切適切にににに各種情報各種情報各種情報各種情報のののの共有化共有化共有化共有化がががが実現実現実現実現されているかされているかされているかされているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

11110.0.0.0.個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに対対対対するするするする体制体制体制体制がががが整整整整っているかっているかっているかっているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

11.11.11.11.事故防止対策事故防止対策事故防止対策事故防止対策へのへのへのへの取組取組取組取組    事故防止事故防止事故防止事故防止のためののためののためののための体制体制体制体制のののの構築構築構築構築・・・・取組取組取組取組をををを行行行行っているかっているかっているかっているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

12.12.12.12.事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制のののの構築構築構築構築    事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制がががが確立確立確立確立されているかされているかされているかされているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

13.13.13.13.災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制のののの構築構築構築構築    災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの対応体制対応体制対応体制対応体制がががが確立確立確立確立されているかされているかされているかされているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

14.14.14.14.利用者利用者利用者利用者のののの意見意見意見意見・・・・苦情苦情苦情苦情をををを抽出抽出抽出抽出するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築    利用者利用者利用者利用者がががが意見意見意見意見やややや苦情苦情苦情苦情をををを述述述述べやすいべやすいべやすいべやすい環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しているかしているかしているかしているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

15.15.15.15.利用者利用者利用者利用者のののの苦情解決体制苦情解決体制苦情解決体制苦情解決体制のののの構築構築構築構築    利用者利用者利用者利用者のののの意見意見意見意見、、、、苦情等苦情等苦情等苦情等をををを受受受受けてけてけてけて、、、、迅迅迅迅速速速速にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体制体制体制体制をををを構築構築構築構築しているかしているかしているかしているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

    

16.16.16.16.利用者利用者利用者利用者モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングのののの実施実施実施実施    サービスサービスサービスサービス全体全体全体全体にににに対対対対するするするする事業主催者事業主催者事業主催者事業主催者のののの満足度満足度満足度満足度をををを把握把握把握把握しししし、、、、課題課題課題課題があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはにはにはには対応策対応策対応策対応策

をををを講講講講じているかじているかじているかじているか    
ＡＡＡＡ    AAAA    

                    
ⅣⅣⅣⅣ．．．．収支収支収支収支状況状況状況状況    AAAA    AAAA    

1.1.1.1.指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料のののの執行状況執行状況執行状況執行状況    指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料はははは適正適正適正適正にににに執行執行執行執行されているかされているかされているかされているか    ＡＡＡＡ    AAAA    

2.2.2.2.収支決算状況収支決算状況収支決算状況収支決算状況    予算予算予算予算とととと決算決算決算決算にににに大幅大幅大幅大幅なななな相違相違相違相違がないかがないかがないかがないか、、、、収入収入収入収入----支出支出支出支出ががががプラスプラスプラスプラスになっているかになっているかになっているかになっているか    ＋＋＋＋    ＋＋＋＋    

3.3.3.3.利用料金収入実績利用料金収入実績利用料金収入実績利用料金収入実績    事業計画書等事業計画書等事業計画書等事業計画書等でででで示示示示したしたしたした利用料金収入利用料金収入利用料金収入利用料金収入のののの目標値目標値目標値目標値がどのがどのがどのがどの程度達成程度達成程度達成程度達成されているかされているかされているかされているか    ９７９７９７９７    ９７９７９７９７    

    

4.4.4.4.経費節減状経費節減状経費節減状経費節減状    経費経費経費経費節減節減節減節減のためののためののためののための努力努力努力努力をををを行行行行っているかっているかっているかっているか            

ⅥⅥⅥⅥ．．．．評価評価評価評価結果結果結果結果のまとめのまとめのまとめのまとめ    
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公会堂公会堂公会堂公会堂評価評価評価評価総括総括総括総括    

項目項目項目項目    指定管理者自己評価指定管理者自己評価指定管理者自己評価指定管理者自己評価    第三者評価機関特記事項第三者評価機関特記事項第三者評価機関特記事項第三者評価機関特記事項    

I．．．．総則総則総則総則 テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルがががが掲掲掲掲げるげるげるげる施設運営方針施設運営方針施設運営方針施設運営方針・・・・実実実実

施方針施方針施方針施方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、さらにはさらにはさらにはさらにはモニタリングモニタリングモニタリングモニタリングのののの

分析結果分析結果分析結果分析結果をををを加味加味加味加味しししし、、、、““““街街街街のののの広場広場広場広場””””としてとしてとしてとして親親親親しししし

まれるまれるまれるまれる公会堂公会堂公会堂公会堂のののの運営管理運営管理運営管理運営管理をををを推進推進推進推進していましていましていましていま

すすすす。。。。    

    

単単単単にににに仕様仕様仕様仕様やややや計画計画計画計画にににに基基基基づきづきづきづき館館館館をををを運営運営運営運営するするするする

のではなくのではなくのではなくのではなく、、、、運営方針運営方針運営方針運営方針等等等等、「、「、「、「大切大切大切大切にににに考考考考えていえていえていえてい

ることることることること」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、様様様様々々々々なななな取組取組取組取組みがみがみがみが

展開展開展開展開されていますされていますされていますされています。。。。    

またまたまたまた、、、、法人法人法人法人だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく職員一人職員一人職員一人職員一人ひとりひとりひとりひとり

もこのもこのもこのもこの「「「「大切大切大切大切にににに考考考考えていることえていることえていることえていること」」」」をををを意識意識意識意識しなしなしなしな

がらがらがらがら得意得意得意得意なななな分野分野分野分野でででで運営運営運営運営にたずさわにたずさわにたずさわにたずさわっておりっておりっておりっており

（（（（マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの整備等整備等整備等整備等）、）、）、）、評価評価評価評価できますできますできますできます。。。。    

II．．．．施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの維持管理維持管理維持管理維持管理     「「「「施設施設施設施設のののの維持管理計画維持管理計画維持管理計画維持管理計画」」」」によるによるによるによる専門協力専門協力専門協力専門協力

会社会社会社会社のののの定期保守管理点検定期保守管理点検定期保守管理点検定期保守管理点検だけにとどまらだけにとどまらだけにとどまらだけにとどまら

ずずずず、、、、平素平素平素平素からからからから職員職員職員職員のののの巡回点検巡回点検巡回点検巡回点検でもでもでもでも目目目目をををを光光光光

らせらせらせらせ、、、、不具合等不具合等不具合等不具合等をいちをいちをいちをいち早早早早くくくく見見見見つけつけつけつけ出出出出してしてしてして応応応応

急措置急措置急措置急措置、、、、修復修復修復修復をををを施施施施しししし、、、、安全安全安全安全にににに利用頂利用頂利用頂利用頂けるよけるよけるよけるよ

うううう万全万全万全万全をををを期期期期していますしていますしていますしています。。。。    

    

市役所市役所市役所市役所、、、、区役所区役所区役所区役所、、、、運営法人運営法人運営法人運営法人、、、、協力会社協力会社協力会社協力会社

等等等等、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが連携協力連携協力連携協力連携協力しししし合合合合いいいい、、、、実施実施実施実施すべすべすべすべ

きことをきことをきことをきことを着実着実着実着実にににに行行行行っていることがっていることがっていることがっていることが確認確認確認確認できまできまできまできま

したしたしたした。。。。    

III．．．．運営業務及運営業務及運営業務及運営業務及びびびび 

サービスサービスサービスサービスのののの質質質質のののの向上向上向上向上 
電話電話電話電話でのでのでのでの利用利用利用利用のののの質問質問質問質問にわかりやすくにわかりやすくにわかりやすくにわかりやすく対対対対

応応応応しししし、、、、公会堂公会堂公会堂公会堂ＨＰＨＰＨＰＨＰ上上上上でででで施設施設施設施設案内案内案内案内、、、、利用料利用料利用料利用料、、、、

申込方法申込方法申込方法申込方法、、、、空空空空きききき状況状況状況状況、、、、催事案内等催事案内等催事案内等催事案内等をををを掲載掲載掲載掲載

しししし、、、、利用者利用者利用者利用者へよりへよりへよりへより細細細細やかなやかなやかなやかなサービスサービスサービスサービスにににに努努努努

めていますめていますめていますめています。。。。    

    またまたまたまた、、、、毎月開催毎月開催毎月開催毎月開催のののの「「「「サービスサービスサービスサービス向上委員向上委員向上委員向上委員

会会会会」」」」ではではではでは、、、、テルウェルテルウェルテルウェルテルウェル全体全体全体全体としてとしてとしてとして利用者利用者利用者利用者へへへへ

ののののサービスアップサービスアップサービスアップサービスアップのののの研鑽研鑽研鑽研鑽をををを積積積積んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    

公会堂公会堂公会堂公会堂をををを「「「「街街街街のののの広場広場広場広場」」」」にしようとのにしようとのにしようとのにしようとの方針方針方針方針

がががが、、、、館長以下職員館長以下職員館長以下職員館長以下職員にににに浸透浸透浸透浸透しておりしておりしておりしており、、、、利用者利用者利用者利用者

へのへのへのへの親切親切親切親切なななな応対応対応対応対がががが、、、、見受見受見受見受けられましたけられましたけられましたけられました。。。。分分分分

かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい細細細細かなところまでかなところまでかなところまでかなところまで網羅網羅網羅網羅されたされたされたされたママママ

ニュアルニュアルニュアルニュアルがががが、、、、業務進行業務進行業務進行業務進行にににに有益有益有益有益になっになっになっになっていていていていまままま

すすすす。。。。    

神奈川支店神奈川支店神奈川支店神奈川支店ののののバックアップバックアップバックアップバックアップ体制体制体制体制もうまくもうまくもうまくもうまく

機能機能機能機能しておりしておりしておりしており、、、、区役所区役所区役所区役所とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉などをなどをなどをなどを現場現場現場現場

にににに代代代代わってわってわってわって行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

IV．．．．収支状況収支状況収支状況収支状況 ２１２１２１２１年度年度年度年度はははは事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書でででで示示示示したしたしたした利用料利用料利用料利用料

金収入金収入金収入金収入のののの目標値目標値目標値目標値にににに対対対対しししし 97.497.497.497.4％％％％のののの達成割合達成割合達成割合達成割合

でしたでしたでしたでした。。。。    

しかししかししかししかし、、、、安全管理安全管理安全管理安全管理やややや利用者利用者利用者利用者サービスサービスサービスサービスのののの

案件案件案件案件をををを優先優先優先優先してしてしてして支出支出支出支出したにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらず、、、、

他案件他案件他案件他案件でのでのでのでの支出削減支出削減支出削減支出削減がががが功功功功をををを奏奏奏奏しししし、、、、結果的結果的結果的結果的

にはにはにはには黒字黒字黒字黒字となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

    

２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、、、、まずまずのまずまずのまずまずのまずまずの状態状態状態状態でででで終終終終わりまわりまわりまわりま

したがしたがしたがしたが、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度のののの利用料金収入利用料金収入利用料金収入利用料金収入はははは、、、、あとあとあとあと２２２２

ｶｶｶｶ月月月月をををを残残残残しししし２１２１２１２１年度年度年度年度をををを上回上回上回上回ることがることがることがることが予想予想予想予想されされされされ

ますますますます。。。。    

V．．．．そのそのそのその他他他他 テルウェルテルウェルテルウェルテルウェルからのからのからのからの提案書提案書提案書提案書のののの中中中中でのでのでのでの「「「「広広広広

告料収入告料収入告料収入告料収入」」」」はさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな規制等規制等規制等規制等からからからから実現実現実現実現ささささ

れずにきましたがれずにきましたがれずにきましたがれずにきましたが、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度からからからから「「「「有料広有料広有料広有料広

告告告告ラックラックラックラック」」」」ををををロビーロビーロビーロビーでででで開設開設開設開設しししし、、、、今今今今後後後後のののの同料同料同料同料

収益収益収益収益にににに一歩前進一歩前進一歩前進一歩前進することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。    

    

    

絵画展絵画展絵画展絵画展をををを開開開開きききき、、、、それをそれをそれをそれを契機契機契機契機にににに絵画教室絵画教室絵画教室絵画教室

のののの利用利用利用利用にににに結結結結びつけるなどびつけるなどびつけるなどびつけるなど、、、、絶絶絶絶えずえずえずえず新規新規新規新規のののの

利用者開拓利用者開拓利用者開拓利用者開拓にににに知恵知恵知恵知恵をををを絞絞絞絞っておりっておりっておりっており、「、「、「、「有料広有料広有料広有料広

告告告告ラックラックラックラック」」」」のののの実現実現実現実現のようにのようにのようにのように新規需要開拓新規需要開拓新規需要開拓新規需要開拓がががが

期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。    
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評価結果評価結果評価結果評価結果についてのについてのについてのについての講評講評講評講評    

    

基本方針基本方針基本方針基本方針のののの１１１１番目番目番目番目にににに「「「「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな施設運営施設運営施設運営施設運営」、」、」、」、２２２２番目番目番目番目にににに「「「「気持気持気持気持ちちちち良良良良くごくごくごくご利用利用利用利用できるできるできるできる施設運営施設運営施設運営施設運営」」」」がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの基本方基本方基本方基本方

針針針針をををを忠実忠実忠実忠実にににに守守守守りながらりながらりながらりながら、、、、運営運営運営運営されているのがされているのがされているのがされているのが、、、、良良良良くくくく理解出来理解出来理解出来理解出来ましたましたましたました。。。。    

「「「「安全安全安全安全」」」」についてはについてはについてはについては、、、、マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル・・・・研修研修研修研修がしっかりとしておりがしっかりとしておりがしっかりとしておりがしっかりとしており、、、、利用者利用者利用者利用者はははは安心安心安心安心してしてしてして利用利用利用利用していることがしていることがしていることがしていることが、、、、アンケーアンケーアンケーアンケートトトト

にもにもにもにも表表表表れていますれていますれていますれています。「。「。「。「気持気持気持気持ちちちち良良良良くくくく」」」」のののの面面面面ではではではでは、、、、職員職員職員職員のののの接遇態度接遇態度接遇態度接遇態度がががが丁重丁重丁重丁重かつかつかつかつ親切親切親切親切なななな為為為為、、、、利用者利用者利用者利用者はははは、、、、満足満足満足満足していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いにはいにはいにはいには、、、、通信事業通信事業通信事業通信事業というというというという仕事柄仕事柄仕事柄仕事柄、、、、厳重厳重厳重厳重なななな管理管理管理管理がががが求求求求められるためめられるためめられるためめられるため、、、、研修研修研修研修でででで職員職員職員職員にににに浸透浸透浸透浸透しておりしておりしておりしており、、、、

的確的確的確的確かつかつかつかつ厳格厳格厳格厳格なななな管理管理管理管理がなされておりがなされておりがなされておりがなされており利用者利用者利用者利用者はははは、、、、安心安心安心安心ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者からのからのからのからの意見意見意見意見    

    

今回今回今回今回、、、、第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価をををを受審受審受審受審したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、改改改改めてこれまでのめてこれまでのめてこれまでのめてこれまでの公会堂運営公会堂運営公会堂運営公会堂運営をををを振振振振りりりり返返返返るるるる機会機会機会機会となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ、、、、評評評評

価価価価シートシートシートシート作成作成作成作成にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、職員職員職員職員からからからから、、、、新新新新たにたにたにたに検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき内容内容内容内容やややや更更更更なるなるなるなるサービスサービスサービスサービス向上向上向上向上へへへへ繋繋繋繋げるげるげるげる提案提案提案提案などもありなどもありなどもありなどもあり、、、、大大大大変有変有変有変有

意義意義意義意義なななな機会機会機会機会であったとであったとであったとであったと感感感感じていますじていますじていますじています。。。。    

またまたまたまた、、、、第三者評価機関第三者評価機関第三者評価機関第三者評価機関からからからから頂頂頂頂いたごいたごいたごいたご指導指導指導指導ややややアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる業務改善業務改善業務改善業務改善・・・・サービスサービスサービスサービス向上向上向上向上にににに努努努努めめめめ、、、、港北公会港北公会港北公会港北公会

堂堂堂堂がががが文化文化文化文化のののの発信基地発信基地発信基地発信基地となりとなりとなりとなり、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの方方方方にににに親親親親しまれしまれしまれしまれ、、、、愛愛愛愛されされされされ、、、、名実名実名実名実ともにともにともにともに““““街街街街のののの広場広場広場広場””””になるようになるようになるようになるよう、、、、残残残残りのりのりのりの指定管理指定管理指定管理指定管理

期間期間期間期間をををを常常常常にににに初心初心初心初心をををを忘忘忘忘れずれずれずれず奮励努力奮励努力奮励努力奮励努力してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    

    

    


