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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅰ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

（１）プラザ入口ホールに御意見箱を設置し、用紙と
鉛筆を用意しています。施設運営のサービス向上を
目指す為、苦情解決相談窓口を各部門の責任者、
所長名を連名で明記しています。また法人の第三
者委員の設置状況は、介護保険事業部門の重要事
項説明書に明記し、館内掲示しています。 （２）ケア
プラザの広報や事業開催の通知をする為、近隣の
コンビニエンスストアや、薬局、小学校、中学校、同
法人のサンバレーに掲示の依頼をしています。「ケ
アプラ通信」は年７回発行、各事業の開催案内等の
周知を行いました。館内の廊下ギャラリーには自主
事業の紹介、福祉保健活動団体の作品の展示、近
隣の保育園の園児の作品等の展示等、年間を通じ
有効活用行いました。（３）地域の福祉保健活動の
拠点としての役割を担いつつ、ニーズに合わせた
サービスの提供と法令遵守、事故防止に努めていま
す。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

（１）専門業者による施設の定期清掃、設備保守点
検、消防点検等は協定書通り実施しています。館内
外の日常清掃は毎日職員が実施し、１４項目の点検
シートに従い書面にてチェックしています。（２）セ
キュリテイ面の強化の為、警備会社と委託契約を行
なっています。火災、ガス漏れ、不法侵入行為等に
対する警備の為、端末感知器を設置しています。
（３）施設衛生管理業務として、感染マニュアルを使
用しています。食中毒、インフルエンザ等の流行時
には注意喚起を行い、まん延防止に努めています。
インフルエンザの予防接種は一部法人が負担し、常
勤、非常勤職員に接種をすすめ、平成２９年１１月に
３８名接種しました。（４）当プラザは１９年が経過し経
年劣化による不具合が発生、平成２９年度は、照
明、空調、電話の交換工事を行い利用者の安全に
配慮し、苦情にならないように対応しました。

Ⅲ
．
緊
急
時
対
応

（Ⅰ）防犯業務として機械警備、センサー等による取
り組みを行ない、日々の業務は、複数の職員が事務
所に勤務し、警察、消防への連絡体制を整えていま
す。また、来館者への声だし挨拶を励行し、不審者
かどうか職員が確認を行なっています。また書類や
ノートパソコンは鍵のかかる所に保管し、物品管理を
徹底しています。（２）職員は入職時、防火管理者か
ら消防計画書及び緊急連絡網の運用についてのオ
リエンテーションを実施しています。（３）年２回の防
災訓練では消防署の指導の下、初期消火、ご利用
者の避難誘導、AED訓練等、冷静な判断が行なえ
る様な体制を目指しています。（３）災害時の特別避
難場所としての役割を果たすべく、各部門で緊急連
絡簿を作成しています。平成29年9月に、地域の防
災拠点と連携し、特別避難場所開設訓練を行いまし
た。また応急備蓄の適切な管理も行なっています。

【評価できると感じられる点】
ご意見箱・アンケートはもちろんのこと、ボランティア交流会
を開催し、広くご意見収集に努めています。頂いたご意見
への対応は、広報紙「ケアプラ通信」の発行回数の増加・
グループ参加者募集ボードの館内設置と速やかに対応し
ています。
ご意見等、各部署のミーティング記録に記載し、職員全員
が共有（確認捺印）する仕組みができています。
広報紙はスーパー・コンビニへの掲示、町内会の回覧板・
掲示板、事業種類によりチラシの学校配布と、既存の利用
者のみならずまだ利用したことがない方への周知に力を入
れています。
風除室に設けた貸館の空き状況の掲示も要望にそって１
か月多く掲示し、利用者ニーズを反映させています。
「子育てサロン」や「プラレールのへや」の定期開催、廊下
ギャラリーへの保育園児の作品展示等、広く地域コミュニ
ティの拠点となるべく利用者サービスの向上に努めていま
す。

【評価できると感じられる点】
日常清掃は、「14項目のチェックシート」を活用し清掃して
います。土日は清掃専門スタッフではなく職員が清掃を担
い、経費縮減に努めています。
区と協議し、日常清掃の内容を充実させ、一部障がい者の
方に職務にあたって頂き、専門業者による定期清掃の回
数を削減しています。これは、経費縮減の取組みへの評価
と同時に、障がい者雇用促進の取組みとして高く評価でき
ます。
アンケートにあった要望に応え、ブラインドをカーテンに改
修しています。廊下ギャラリーも利用者の作品展示など有
効に活用しています。施設は総合的に清潔感があり、かつ
情報提供や地域の賑わいの演出もされ、くつろぎやすい館
内になっています。
施設の老朽化に伴い照明器具の取替の必要を機に、準じ
LED化を進めています。

【評価できると感じられる点】
多様な目的を持った地域利用者が日々来館する施設であ
ることから、緊急時に素早く避難対応できるよう貸館各部屋
や事務室などに「避難経路図」が掲示されています。
また、特別避難場所でもあり「特別避難場所開設・運営マ
ニュアル」も整備され、応急備蓄も適正に管理されていま
す。
職員は、来館者への「声かけと挨拶の履行」を積極的に行
い、不審者かどうかの確認を遂行するとともに、事務室内に
は防犯対策として「サスマタ」が用意されています。
昼間は、「14項目の館内見回りチェックリスト」で、終業時に
は「8項目の終業時チェックリスト」で定期巡回と記録を行い
事故や犯罪防止に努めています。

評価結果の総括

評価機関　記述（400字以内）

※協定書等で定めるとおりの管理運営ができていない点や、協定書等での定めはないが不足していると感じられる点、加えて施設独
自の取組として評価できる点などを、総括として記載しています。
協定書等で定めるとおり（標準的な水準）の管理運営については記載していません。
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅳ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

（Ⅰ）地域ケアプラザの労務、経理等の事務処理に
関しては、小口現金の出納関係から労務実績及び
精算まで、選任の事務職員を配置し、本部と連携し
事務量の効率化を図りました。法人グループ内で、
非常勤のフォローを含め情報共有のリーダーとして
勉強会を定期的に実施しています。（２）それぞれの
事業毎に必要な資格要件を満たした職員を配置基
準に従って適正に配置し、所内連携と業務の効率
化を目指しました。（３）職員のスキルアップの為の外
部研修は積極的に参加できるような体制を整え、事
故防止、個人情報保護等の内部研修を部門ごとに
行いチームワークの構築と内部統制をめざしまし
た。（４）職員のモチベーションを上げる為の業務改
善や代表メールの確認作業や、介護保険情報の共
有の具体策等、仕事の資質向上を目指しました。職
員のメンタルヘルスケアの為、法人全体で簡易調査
票を使い未然に防ぐことと、働きやすい職場環境づ
くりを推進しました。

Ⅴ
．
そ
の
他

（Ⅰ）当ケアプラザは港南区の北部、環状２号線を一
歩入った閑静な住宅街の中にあります。どの方向に
行くにも坂道を上るか下るといった立地に位置して
います。幅広い年代層にケアプラザの存在を伝える
為、4月の防災サバイバル体験、7月の七夕文化
祭、12月のもちつき大会等福保険活動の拠点として
の役割を意識し運営を行いました。【子育てサロン】
【小学生対象のキッズスペース】【卓球サロン】【父と
子の料理教室】【アロマオイルを使った虫よけスプ
レー作り】【しもかふぇ】【さくら♨カフェ】（２）介護保険
制度部門の通所介護事業、居宅介護支援事業で
は、ご利用者の自立支援に向けた質の高いサービ
ス提供を目指しました。（３）地域包括支援センター
及び地域活動交流部門のエリア内のイベントには職
員が積極的に参加し「顔の見える関係づくり」を構築
しました。

【評価できると感じられる点】
研修参加は、勤務扱いで受講費用も法人本部で負担。非
常勤やパートも、賃金支給とし参加環境を整えています。
職員の働きやすい環境の一環に「職業ストレス簡易調査
票」によるメンタルヘルスケアを実施。また、モチベーション
向上や仕事の質向上策として、業務改善や事故後の再発
防止予防力強化会議を行い相互啓発に励んでいます。重
点目標や課題以外の目標は、実施計画が明記され、年度
末には振り返りを行い、次年度への課題形成の仕組みが
構築されています。全事業共通の目標の共有化と5つの部
門それぞれが設定した目標への取り組み体制が構築さ
れ、部門間の横串、連携が図られチームワークとコミュニ
ケーションの円滑化が機能しています。常勤職員へは、毎
年「人事異動希望票」を配付・面談を実施。本人のキャリア
アップや配置転換意向を確認する仕組みを整備。働き甲
斐や業務改善などに繋げる効果を上げています。

　【評価できると感じられる点】
地域ケアプラザを核とした高齢者の安全安心に活用されて
いる、高齢者の方が携帯できる「ひまわりホルダー」は、港
南区のひまわりプラン（第３期港南区地域福祉保健計画）
に対応しています。実際に救急車出動時の情報確認に生
かされており、運用上留意すべき個人情報の保護も適切
に実施されていました。高齢化社会が進む今、先進的な取
組みです。
絆塾下永谷での活動から、まだ地域ケアプラザを利用した
ことがない方の参加機会の創出を課題として抽出し、文化
祭や防災サバイバル体験などの事業を実施しています。
「しもかふぇ」や「父と子の料理教室」等、他の自主事業も対
象を幅広い年齢層に設定し企画しており、地域ケアプラザ
を地域コミュニティの拠点とすべく事業を実施しています。
ボランティア活動のきっかけづくりに事業（「ネイル教室」）を
実施する等、活発なボランティア活動支援にも取り組んで
います。

評価機関　記述（400字以内）
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指定管理者　チェック

掲示物「利用者アンケート結果について」・アンケート結果・ヒアリング

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　課題を抽出していない　　　課題を抽出していない

　　　課題を抽出している

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　年１回以上実施している

　　　実施していない

評価機関　記述

評価機関　チェック

　　　課題を抽出している

　　　非該当 　　　非該当

　　　特に課題がない

Ⅰ．利用者サービスの向上

※アンケートは、市のアンケート様式を使って行うアンケート、または独自作成のアンケートなど。
アンケートでなくても、利用者の声を幅広く聞くことがあれば、実施していると判断する。なお、自主事業に対するアン
ケートとは異なる。ただし、自主事業に対するアンケートの一部で施設全体のサービスについても質問している場合は、
実施していると判断する。

①サービス全体に対する利用者アンケート等を、年1回以上実施しているか？

　　　年１回以上実施している

　　　実施していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述

＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞

平成29年10月1日～平成29年10月31日まで部門毎にアンケート用紙を200部（回収率７割）配布振りし返りを行い改善
策などある場合は現場単位で対応しています。

　　　特に課題がない

②利用者アンケート等の調査結果を分析し課題を抽出しているか？

※利用者アンケート等で挙げられた意見や調査結果の分析から、課題を抽出しているかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

（１）利用者アンケート等の実施・対応

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

アンケート 

その他 
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　　　一部対応策を実施していない 　　　一部対応策を実施していない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認・ケアプラ通信・しもながやグループ（活動）ガイド・ヒアリング
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

避難経路図表示の要望に対し、施設の部屋全てにわかりやすく掲示をしています。ブラインド破損への課題に対し、速
やかにカーテンへの改修工事を実施しています。広報の拡充への課題には、ケアプラ通信の発行回数を年6回から7回
に増やすとともに、近隣のコンビニ等掲示場所の増加に継続的に努めています。活動グループの情報提供も、施設内
に参加者募集ボードを設置したり、配布物を作成したり複数対応策を講じています。

　　　公表していない 　　　公表していない

評価機関　記述

現場確認・掲示物「利用者アンケート結果について」・ヒアリング
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　公表している 　　　公表している

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

④利用者アンケート等の結果及び課題の対応策を公表しているか？

※利用者アンケート等の結果及び取りまとめた改善方法を、1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）
で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示して
いるかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　記述

指定管理者　チェック

③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？

評価機関　チェック

　　　対応策を実施していない 　　　対応策を実施していない

　　　対応策を実施している 　　　対応策を実施している

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

評価機関　記述

＜設置していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

職員と利用者の良好なコミュニケーションを常に配慮し、窓口で直接ご意見を伺っています。月1回の施設予約の抽選
会もご意見を伺う機会と職員に周知し、ご意見を聞いています。加えてグループ活動をしている団体や個人が参加する
ボランティア交流会（年1回）を開催し、ご意見を受け付けています。

③苦情解決の仕組みがあるか？

※利用者の苦情等に対する受付方法、対応手順、責任者や担当者等が決まっているかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

苦情対応責任者は、所長です。利用者の苦情・ご意見の受付は職員が直接伺うことが最も多く、伺ったご意見はすべ
て所長に報告しています。また各部署のミーティング記録に記載し、職員全員が共有（確認捺印）する仕組みができて
います。

　　　仕組みがある 　　　仕組みがある

　　　仕組みがない 　　　仕組みがない

評価機関　記述

＜仕組みがない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

①ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供しているか？

※ポスターの掲示やちらしの配布、ホームページなどでの情報提供について、目視により確認する。なお、指定管理者
名や期間が情報提供されていない場合があれば、一部不備と判断する。

＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞

現場確認（受付横ご意見箱設置）・ホームページでの受付

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
苦情対応マニュアル・事務所ミーティング記録・地域交流ミーティング報告書・「苦情相談受付窓口」掲示

　　　情報提供しているが、一部不備がある

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

（２）意見・苦情の受付・対応

　　　設置している

※利用者からの苦情や意見を受け付ける窓口を整備しているかどうか目視により確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　情報提供しているが、一部不備がある

　　　情報提供していない 　　　情報提供していない

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

　　　情報提供している 　　　情報提供している

　　　設置している
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　　　一部対応策を実施していない　　　一部対応策を実施していない

※職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施しているかを確認する。なお、施設だけ
では対応できないものに関しては、市・区等関係機関につないでいるかを確認する。

指定管理者　チェック

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

「だれもが集うことができる地域の拠点がほしい」という地域の方の意見から生まれた絆塾・下永谷は、地域の方とともに
継続的に活動しています。具体的には、「ケアプラザ文化祭」や「防災サバイバル体験会」などの実施、いずれも近隣の
学校にも声をかける等、広く地域コミュニティの醸成に寄与しています。この取り組みは、施設が事業を提供するだけで
はなく、地域の方の声を反映させ共に実施しており高く評価できます。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　苦情等が寄せられていない

評価機関　記述

　　　対応策を実施している 　　　対応策を実施している

事務所ミーティング記録・地域交流ミーティング報告書・タウンニュース紙面・ヒアリング（市長訪問）
＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　苦情等が寄せられていない

　　　周知している 　　　周知している

　　　周知していない 　　　周知していない

評価機関　記述

評価機関　チェック

※利用者から寄せられた苦情等について、その内容を記録に残しているかを確認する。

＜周知していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　記録している 　　　記録している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

介護保険制度部門や地域活動交流部門では、各担当職員名を明確にしています。

⑤利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか？

　　　対応策を実施していない 　　　対応策を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「苦情受付対応表」により、発生時から対応結果までを一覧で記録しています。

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？

　　　記録していない 　　　記録していない

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

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

④苦情解決の仕組みを利用者等に周知しているか？

※館内掲示やちらしの配布、ホームページの活用等の状況を確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜周知方法を記述して下さい。（100字以内）＞

「苦情相談受付窓口」掲示を各部屋にしています。
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　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

（Ⅰ）指定管理の通知は、玄関ホールに掲示し随時ご覧い
ただけます。（２）ケアプラザのパンフレットについては、平
成29年4月に施設案内版を新しくしました。下永谷ご利用
ガイドとグループガイド、講座やイベント等の案内は、玄関
入口ラックに設置しています。（２）ケアプラザの空き情報は
玄関風除室のホワイトボードに２カ月分のご利用が一目で
わかるようにマグネットで掲示しています。昨年度、貸館利
用者からのご要望で3か月前の空き状況を追加しました。
（３）施設見学等は担当スタッフが、日程、時間等の調整を
丁寧に行なえる様心がけています。（４）法人のホームペー
ジ、ひまわりネット、広報よこはまこうなん等に各種イベント
及び事業の紹介を定期的におこなっています。（５）廊下
ギャラリーを活用し自主事業の紹介、ボランティア募集、貸
館団体の作品展示やエリア内の保育園児の作品紹介等有
効活用を行いました。

　　　公表していない

評価機関　記述

（３）公正かつ公平な施設利用

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

　　　公表している 　　　公表している

　　　公表していない

⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
館内掲示・ケアプラ通信・ヒアリング
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

指定管理者　記述 評価機関　記述
＜施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情
報の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。
（400字以内）＞

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

施設案内（Ａ4サイズ4ページ）・ホームページ・ケアプラ通
信・地域ケアプラザ利用上の注意・ヒアリング

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

利用者の要望に応え、今年度から施設利用状況を１か月
分多く施設入口風除室に掲示しています。
ホームページには、利用案内・サービス内容・利用料金等
わかりやすく掲載しています。
ケアプラ通信や自主事業チラシの配布・掲示（町内会の掲
示板、回覧板・スーパー、コンビニ、病院掲示板・小中学
校）は、施設案内のPRも兼ねています。
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　　　備えている

評価機関　記述

　　　備えていない

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②窓口に「利用案内」等を備えているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　記述

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

各専門職は、専門分野における研修（例：区内包括社会福祉分科会と区内ケアマネ連絡会主催）で高齢者虐待防止
研修等より専門的なレベル向上にむけた研修を受講しています。外部研修機会の少ないパート職員向けには、所長が
具体的な事例に基づき研修を実施しています。

　　　行っている

　　　行っていない 　　　行っていない

　　　行っている

ケアプラ通信・広報よこはま港南区版・利用団体登録申込書・施設利用申込書・ヒアリング
＜行っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　全ての職員に実施している

＜備えていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　備えている

　　　備えていない

評価機関　記述

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

③申請受付に当たっては、先着順や抽選など、公平な方法により行っているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

総合的な施設案内と別に「地域ケアプラザ利用上の注意」を書面で作成し、配布しています。

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

※目視により確認する。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
平成29年度年間研修スケジュール・平成28年度地域ケアプラザ事業実績評価シート・ヒアリング

④人権擁護に関する研修等を、年１回以上、職員に対して実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

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

　　　全ての職員に実施している
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①広報紙誌を作成するなど、積極的に広報・ＰＲ活動を実施しているか？

※施設独自の広報紙誌の発行、区や市の広報紙誌への情報提供、ホームページの作成、町内会掲示板等への情報
提供、他公共施設へのパンフレットやちらしの設置などを実施しているかどうかを確認する。

指定管理者　記述 評価機関　記述

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

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

（４）広報・PR活動

（１）事務職員は大きめの名札を、首からぶら下げ、デイ
サービス職員は制服に直接縫い付け業務にあたっていま
す。（２）来所された方にはすぐに対応できるよう事務所内
で、毎朝情報を共有し、貸館利用者、相談者、ひまわりホ
ルダー登録者、横浜ウオーキングポイント事業や健康スタ
ンプラリー事業での来所者には笑顔を心がけ、苦情になら
ないよう配慮しています。（３）通所介護部門は法人全体で
制服が用意され、ご利用者から識別されやすいようになっ
ています。身だしなみは、清潔感を第一に、職員どうしがお
互いに注意しあえる様な職場環境づくりを行ないました。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

広報よこはま港南区版に毎月情報提供しています。事業
の種類によって、近隣小・中学校にもチラシを配布していま
す。ケアプラ通信は、スーパー・薬局・コンビニにも掲示を
し常に掲示場所の増加にも努めています。町内会、自治
会と協議し掲示板に加え回覧板によりケアプラ通信を地域
へ周知しています。ケアプラ通信発行回数を年6回から7回
に増やし広報の充実に努めています。

評価機関　記述
＜窓口･電話･施設内での挨拶・分かりやすい説明・言葉
づかい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組内
容について記述して下さい。（400字以内）＞

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

名札の文字は大きくわかりやすいフォントを使用し作成して
います。窓口職員は、来所者に対し受付カウンターから出
て丁寧に対応しています。多機能の施設です。電話対応
では、要件に的確に対応するため、どの部門に何の要件
があるのか、明確に聞き取ることに配慮しています。専門ス
タッフが出前講座「認知症サポーター養成講座」を実施し、
広く地域にも認知症の方への声かけの仕方等を指導して
います。

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。

（５）職員の接遇

指定管理者　記述

（Ⅰ）ケアプラザの広報誌は今年度7回発行予定で、自治
会町内会を通じ回覧掲示を依頼しています。絆塾のイベン
トをはじめ、地域包括支援センター主催の講座、文化祭、
もちつき大会等こどもから高齢者まで、多くの方にケアプラ
ザの存在を周知しています。（２）ケアプラザの廊下のフ
リースペースには、エリア内の保育園児の作品、活動団体
の作品や写真の展示、自主事業の紹介、ボランティア募
集、介護予防事業等のＰＲを掲示しています。（２）地域包
括支援センターの三職種、生活支援コーディネーター、地
域活動交流コーディネーターの多職種連携により運営を
行いました。（３）下永谷連合町内会、たすけあい連絡会、
上永谷町内会、菱興上永谷自治会、玉興町内会、みどり
町内会の各会長や民生委員と顔見知りになり、ケアプラザ
の講座や事業、ひまわりホルダー等の紹介を行ないまし
た。

現場確認・ケアプラ通信・広報よこはま港南区版・ホーム
ページ・事業チラシ・ヒアリング
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（６）利用者サービスに関する分析・対応

指定管理者　記述 評価機関　記述

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

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

（１）地域利用者の高齢化に伴い、貸し館の利用率の伸び
悩みが課題です。子育てサロンやプラレールの部屋のよう
に定期開催の自主事業や【カラオケサロン】【しもかふぇ】
【大人の料理教室】【太極拳】【夏休み工作教室】【小学生
のクッキー作り】等、調理室や多目的ホールの稼働を心が
けました。（２）事故や苦情に関しては、各部署での対応
後、情報分析と再発防止の取り組み、関係部署への報告
を行なっています。（３）ケアプラザのボランティア育成に関
しては見学会を実施しました。広報誌や掲示等で引き続き
ＰＲ活動を行います。（４）ケアプラザの建物全体が経年劣
化の為、不具合が発生してきていますが、迅速に対応して
います。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

多目的室の稼働率は平均80パーセントを維持しています。
調理室の稼働が課題ですが、「男の料理教室」「クッキーづ
くり」等の自主事業を実施し、稼働率向上に努めています。
地域への施設の認知及び稼働率向上を兼ね、各種自主
事業（「子育てサロン」「プラレールの部屋」）を積極的に開
催しています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
既に施設を利用している方だけでなく、新たな利用者を創出するために自主事業を積極的に展開しています。地域ケ
アプラザが、広く地域コミュニティの拠点であることを念頭に「絆塾・下永谷」に代表されるように、利用者が意見を出しや
すい関係性が構築されています。また共に施設を発展させていこうと、ご意見を反映し、ケアプラ通信の発行回数の増
加・文化祭の開催等事業改善をしている点が高く評価できます。

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

ホームページの管理が法人本部で一括対応しているため、タイムリーかつきめ細やかな情報掲載が課題です。苦情や
ご意見は、複数の方法や手段で収集することが望ましく、現在も実施していますが、選択の種類を一覧で利用者に伝
達するとより良いでしょう。

※利用実績（施設全体及び各部屋の利用者数とその内訳）及びアンケート、意見・苦情についての分析・対応につい
て資料及びヒアリングにより確認する。

（７）利用者サービスの向上全般（その他）

評価機関　記述
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Ⅱ．施設・設備の維持管理

（１）協定書等に基づく業務の遂行

①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？

評価機関　チェック

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり管理していない 　　　協定書等のとおり管理していない

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

指定管理者　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

土日は、日常清掃を受付職員が実施し経費縮減に努めています。協定書で定められている回数に満たない定期清掃
や窓ガラス清掃などについては、区と協議の上、日常清掃で清掃担当職員（一部障がい者含む）を増員し内容や回数
を増やし定期清掃の回数を減らしています。障がい者雇用の促進をしつつ経費縮減にも繋げ、高く評価できます。

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？

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

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　協定書等のとおり実施していない 　　　協定書等のとおり実施していない

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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※施設の利用状況により確認できない備品を除き、現物を確認する。
※すでに対応済みの場合は、「安全性に関わる損傷等がない」と判断する。

（２）備品管理業務

②地域ケアプラザ（市所有）の備品台帳に記された備品がすべて揃っているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　揃っている 　　　揃っている

　　　揃っていない 　　　揃っていない

①指定管理者所有の備品と区別した、地域ケアプラザ（市所有）の備品台帳があるか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　ある 　　　ある

　　　ない 　　　ない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③利用者が直接使う地域ケアプラザの備品に安全性に関わる損傷等がないか？

指定管理者　チェック

　　　安全性に関わる損傷等がない 　　　安全性に関わる損傷等がない

　　　安全性に関わる損傷等がある 　　　安全性に関わる損傷等がある

評価機関　記述
＜安全性に関わる損傷等がある場合は、その内容を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述
＜揃っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由について記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

外部で受講した研修に関しては、スタッフ会議や常勤会議で報告するとともに、資料と合わせ議事録にファイリングし、
全員に周知しています。

①国や市などの感染症マニュアル等に準じて、職員に研修が行われているか？（常勤・非常勤に関わらず）

※「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」（厚労省平成 17 年６月 28 日）及び「高齢者施設等における感染
症対応の手引き」(横浜市健康福祉局平成18年６月)等に準じて、年1回以上、すべての職員に対し、研修を実施してい
るかを確認する。

評価機関　チェック

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

　　　一部の職員に実施していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に管理していない 　　　適切に管理していない

評価機関　記述

　　　適切に分別していない

　　　一部の職員に実施していない

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

ゴミは持ち帰りの協力を利用者にお願いし、ゴミの減量化に努めています。

③本市の分別ルールに沿って適切に分別を行っているか？

※ゴミ容器等により確認する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に管理している 　　　適切に管理している

（３）施設衛生管理業務

②ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？

※定期的に館内のゴミを回収しているかを資料により確認し、ゴミ容器等から汚臭・汚液等が漏れないよう管理している
かを現場確認する。また、集めたゴミが館内外に長期間放置されていないかも現場確認する。

指定管理者　チェック

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に分別している 　　　適切に分別している

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
平成29年度年間研修スケジュール表・常勤会議議事録・スタッフ会議議事録・ヒアリング

評価機関　記述

　　　適切に分別していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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※施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷状況、清掃状況、利用者への配慮等について確認する。

（４）利用者視点での維持管理

①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？

指定管理者　記述 評価機関　記述

（１）玄関アプローチ及び館内は、職員が毎日清掃を行
なっています。窓ガラス、網戸、空調フイルター等の清掃
は、定期的に専門業者が実施しています。（２）建物の保守
点検、定期清掃、専門業者に委託し、適切に管理していま
す。（３）職員は毎日１４項目の点検シートを活用し、館内の
清潔を保持しています。（４）通所の厨房の衛生管理は点
検簿にて実施し、行政の立ち入り検査を11月16日受ける
予定です。浴室やトイレの清掃に関しては障がい者雇用枠
の選任スタッフを1名配置しています。（５）毎月、定期的に
生花を購入し、廊下やトイレに活け、ご利用者に喜んで頂
いています。また、建物外の植栽関係も専門業者に委託
し、消毒や剪定を行なっています。

現場確認・建物管理年間予定表・清掃チェックシート・ヒア
リング

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

市の備品と法人の備品、またリースの備品の区別を一覧で明確にしておくと、より備品管理が確実になるでしょう。

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

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

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

清掃担当職員は、「14項目の点検チェックシート（確認捺
印）」を用いて確実に実施しています。
衛生管理の面からトイレの手拭きには、ペーパーを設置し
ています。

（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

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

施設は19年を経過していますが、内部外部ともに清掃が行届いています。利用者アンケートを反映し、ブラインドをカー
テンに改修した点も評価できます。掲示物や各種チラシ類も整理整頓され利用者にわかりやすく提供されています。
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　　　作成している 　　　作成している

　　　作成していない 　　　作成していない

評価機関　記述

※緊急時に対応の手順が確認できるものがあれば作成していると判断する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

Ⅲ．緊急時対応

（１）緊急時対応の仕組み整備

①緊急時マニュアルを作成しているか？

（２）防犯業務

＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

①協定書等のとおり防犯業務を実施しているか？

※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示されたとおりの防犯業務を実施しているかどうかを確
認する。機械警備の場合、当該機械の設置の有無を確認すること。 なお、動作異常が起こった場合は、適切に対応で
きているか、記録により確認する。適切な対応（①警備業者への迅速な復旧指示、②必要に応じ、警備業者に代替警
備等の要請あるいは行政との対応協議、③対応状況の記録）ができていない場合は、適切に業務が行われていないと
判断する。

指定管理者　チェック

多様な目的を持った地域利用者が日々来館する施設であることから、緊急時に素早く避難対応できるよう貸館各部屋
や事務室などに「避難経路図」が掲示されています。
当施設は、特別避難場所でもあり「特別避難場所開設・運営マニュアル」も整備されています。

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「防犯マニュアル」を作成しています。職員は、来館者への「声かけと挨拶の履行」を積極的に行い、不審者かどうかの
確認を遂行するとともに、事務室内には防犯対策として「サスマタ」が用意されています。

評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　協定書等のとおり実施していない 　　　協定書等のとおり実施していない

＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞

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

　　　評価対象外施設 　　　評価対象外施設

評価機関　記述

　　　　　　　　　　　　　機械警備 　　　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）
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評価機関　記述

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

　　　適切に管理していない

※鍵の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。

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

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

現場確認（事務室）・ヒアリング

＜定期的に行っていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

昼間は、当施設で作成した「14項目の館内見回りチェックリスト」で、終業時には「8項目の終業時チェックリスト」で定期
巡回と記録を行い、未然に事故や犯罪防止に努めています。

評価機関　チェック

　　　定期的に行っている

　　　定期的に行っていない 　　　定期的に行っていない

指定管理者　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

　　　適切に管理している

　　　適切に管理していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に管理している

②鍵を適切に管理しているか？

評価機関　記述

　　　定期的に行っている



18

評価機関　記述

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞

「事故防止について」（事故事例を組み入れた内容）、対象者は全職員

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

　　　一部チェックに不備がある 　　　一部チェックに不備がある

　　　チェックしていない 　　　チェックしていない

評価機関　記述
＜一部チェックに不備がある場合、又はチェックしていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（３）事故防止業務

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

事故防止の啓発を日々のミーティングを通じて周知徹底を図っています。

①事故防止のチェックリストやマニュアル類を用い、施設・設備等の安全性やサービス内容等をチェックしているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　チェックしている

②事故防止策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

※事故防止策について全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。スタッフミーティングの中で、事故防止策
をテーマとして職員同士で勉強会等を行っている例も該当する。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

　　　一部の職員に実施していない

　　　チェックしている

※施設・設備の安全性やサービス内容等のチェックの記録を確認する。

　　　一部の職員に実施していない
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

特に、夜間業務時や休日にも「夜間・休日連絡網」を作成し、職員に周知するとともに施設内にも掲示しています。所長
は、携帯電話を常時携帯し24時間連絡可能な体制を整えています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

ＡＥＤについては、セルフメンテナンスチェックの結果を毎日確認し「インジケータ点検記録表」に記載しています。

　　　体制を確保していない

評価機関　記述

②事故発生時の連絡体制を確保しているか？

※連絡網や連絡先が事務室内に掲示され（もしくは各職員に配布され）、だれもが迅速に連絡できるようになっている
かどうかを確認する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　体制を確保している 　　　体制を確保している

＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞
消防署との合同防災訓練時やスタッフミーティング時に、「ＡＥＤ訓練」や「事故防止について」を職員や非常勤・パート
など全員に実施しています。

　　　全ての職員に実施している

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

評価機関　記述

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

「事故報告（第一報）の電話連絡経路、送迎中の急変、利用者の急変時の対応」・ヒアリング
＜体制を確保していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　体制を確保していない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

①事故対応策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）

※AEDの操作研修をはじめとした体調急変時等の事故対応をテーマとした研修を全ての職員に対して行っているかを
確認する。
　 なお、研修でなくとも、スタッフミーティングの中で事故対応をテーマとして職員同士で勉強会を行っている例も該当
する。

　　　全ての職員に実施している

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

＜施設にAEDを設置しているかチェックして下さい。＞

　　　　　　　　　　　　　設置している 　　　設置していない

（４）事故対応業務
 



20

※評価対象外施設だがマニュアルを作成している場合は、『評価対象外施設である』にチェックをしたうえで、評価でき
ると感じられる点として記載する。

評価機関　記述

（６）緊急時対応全般（その他）

＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

日常時や夜間・休日での防災対応として「自衛消防隊の組織及び任務分担」表を作成し、わかりやすくまとめられてい
ます。昨年度は、防災訓練を2回、避難訓練を1回実施しています。

　　　評価対象外施設である 　　　評価対象外施設である

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

　　　評価対象施設であり、作成している 　　　評価対象施設であり、作成している

（５）防災業務

①指定管理者災害時対応マニュアルを作成しているか？

※横浜市防災計画に位置づけがない場合は、評価対象外施設と判断する。

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

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

特別避難場所としての応急備蓄を適正に管理しています。
街歩きの事業など施設外の活動を伴う事業に対しても別途保険に加入しています。
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　　　公表している 　　　公表している

　　　公表していない 　　　公表していない

評価機関　記述

③事業計画書・事業報告書を公表しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

Ⅳ．組織運営及び体制
（１）業務の体制

①協定書等で定めた職員体制を実際にとっているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　協定書等の職員体制をとっていない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　協定書等のとおり開館している

　　　協定書等のとおり開館していない 　　　協定書等のとおり開館していない

評価機関　記述

＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞

事業計画書・事業報告書をファイリングし受付に配置しています。また公表を掲示物で告知しています。

　　　協定書等の職員体制をとっている 　　　協定書等の職員体制をとっている

　　　協定書等のとおり開館している

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②協定書等のとおりに開館しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　協定書等の職員体制をとっていない

評価機関　記述
＜協定書等の職員体制をとっていない場合は、その状況と理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「感染症対策」や「認知症の理解と対応」、「高齢者虐待防止」「特別避難場所としての役割」研修など、市の方針や社
会環境変化を踏まえて行っています。

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

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

評価機関　記述

＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞

「個人情報保護研修（全職員）」「人権研修（全職員）」「接遇研修（全職員）」「メンタルヘルス研修（全職員）」「コミュニ
ケーション研修（全職員）」「倫理規定と法令遵守研修（全職員）」他

＜確認手段（資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（５0字以内）＞
平成29年度年間研修スケジュール表・ヒアリング

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②職員に研修を行っているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）

※全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組

評価機関　チェック

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

　　　作成しているが不備がある 　　　作成しているが不備がある

　　　作成していない 　　　作成していない

評価機関　記述

①職員の研修計画を作成しているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）

※各業務の必要性に応じた研修計画（施設自身で実施する研修、外部研修、仕事を通じた研修等）を作成しているか
を確認する。研修計画に最低限記載すべき項目は、ⅰ)研修対象者（職種・経験年数等）、ⅱ）実施目的、ⅲ）実施時
期、ⅳ）研修内容。

指定管理者　チェック

　　　作成しており不備がない 　　　作成しており不備がない
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＜情報共有していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
研修への参加については、法人本部へ「研修参加伺い」書類を提出。参加後は「報告書」を提出する仕組みが出来て
います。
研修後のフィードバックについては、回覧文や業務日誌に記録を残すとともに、ミーティングを通じて情報の共有化を
図っています。

③職員が研修に参加しやすい環境を整えているか？（常勤、非常勤に関わらず）

※研修費用の支援（一部・全額負担等）、研修受講を勤務時間として認知、各種研修情報の周知を行っている等、意
欲のある職員が研修や勉強会に参加しやすい環境を整えているかを確認する。

指定管理者　記述 評価機関　記述

（１）年間研修計画に基づき、個人情報保護、認知症、事
故防止対策、高齢者虐待及び人権、感染症予防とまん延
防止等行なっています。（２）どの部署の職員も外部研修に
参加しやすいように、勤務体制を整えました。地域包括支
援センター三職種、地域活動交流コーディネーター、生活
支援コーディネーター、介護支援専門員は、横浜市健康
福祉局、港南区、市社会福祉協議会等で実施される研修
に積極的に参加しています。研修は基本的には勤務扱い
とし、受講後情報共有の為、報告書の回覧や伝達研修を
行なっています。

平成29年度年間研修スケジュール表・ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

研修への参加は、勤務扱いとし研修費用も法人本部で負
担しています。
非常勤職員やパートに対しても、研修時間も賃金の対象と
しており参加しやすい環境を整えています。

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
「研修参加伺い」「出張命令書」「報告書」・ヒアリング

④各職員が研修計画に沿って受講した研修の後、研修内容を共有しているか？

※各職員が研修で得た知識や情報等について、職員間で回覧や会議で報告する等の情報共有をしているかを確認す
る。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　情報共有している 　　　情報共有している

　　　情報共有していない 　　　情報共有していない

評価機関　記述

＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に
ついて記述して下さい。（400字以内）＞

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
さい。（50字以内）＞
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　　　作成し、活用している 　　　作成し、活用している

　　　作成しているが、活用していない 　　　作成しているが、活用していない

⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等を作成し、活用しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

⑥その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みを行っているか？

指定管理者　記述

評価機関　記述

評価機関　記述

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

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

（１）各部門の常勤は合同会議で業務改善や法人幹部会
からの情報共有等を行っています。（２）事業所内では多職
種連携を心がけています。近隣の東永谷地域ケアプラザ、
芹が谷地域ケアプラザ、日限山地域ケアプラザとは連携体
制を整えており、港南区役所、港南区社会福祉協議会の
担当職員とは定期的に、エリアミーティングで情報共有を
行っています。（３）居宅介護支援事業所は、事例検討をは
じめ、週１回のカンファレンスを行なう事で、質の高いサー
ビスを目指しています。（５）通所介護部門は送迎開始と終
了時にミーティングを行ない、事務所では毎朝９時から朝
礼でその日の動向と情報共有を行なっています。（６）日々
の業務で、遅番スタッフは代表メールのチェックをし、介護
保険情報の重要なお知らせを見逃さないようにルールを設
けました。

ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

　　　作成していない 　　　作成していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

職員の働きやすい環境づくりの一環として「職業ストレス簡
易調査票」によるメンタルヘルスケアに取り組んでいます。
モチベーション向上策及び仕事の質向上の一環として、業
務改善や事故後の再発防止予防力強化会議を行い相互
啓発に取り組んでいます。
看護学生や専門職向けの研修を積極的に受け入れていま
す。指導の際の資料作成やレポートチェックを自らのスキ
ルアップの機会でもあると捉え丁寧に指導に当たっていま
す。
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市指定の「個人情報漏えい防止保護チェックシート」を全職員対象に実施し、意識の継続性に取り組んでいます。

　　　明確化していない

②個人情報の取扱いに関する管理責任者を明確化し、周知しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　明確化し、周知している 　　　明確化し、周知している

　　　明確化しているが周知していない 　　　明確化しているが周知していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「個人情報流出時の対応について」「地域ケアプラザ等における事件・事故発生時の連絡について」をタイムカードの横
に掲示し、全職員に個人情報保護について注意喚起しています。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

　　　一部の職員に実施していない 　　　一部の職員に実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

個人情報保護管理責任者は、所長です。

　　　明確化していない

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

※全ての職員に対して、研修時の資料、出席者名簿等により実際に研修を行っていたかどうかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　研修を実施していない 　　　研修を実施していない

　　　整備していない

（３）個人情報保護・守秘義務

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等を整備しているか？

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

＜整備していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

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

　　　整備している 　　　整備している

評価機関　記述

　　　整備していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　記述
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　　　適切に使用していない 　　　適切に使用していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に使用している 　　　適切に使用している

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

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　一部の職員から取っていない 　　　一部の職員から取っていない

　　　適切に収集していない 　　　適切に収集していない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に収集している 　　　適切に収集している

④個人情報の取扱いについて、個別に誓約書を取っているか？(常勤・非常勤に関わらず）

※非常勤も含むすべての職員の分があるかどうかを確認する。

施設で活動するボランティアさんにも「利用者の個人情報の保護に関する誓約書」をとっています。

⑤個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な手段で収集しているか？

※使用目的が明示されており、かつ、収集した個人情報の使用目的が明確に説明できることがヒアリングにより確認で
きた場合に、適切に収集していると判断する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　全ての職員から取っている 　　　全ての職員から取っている

　　　取っていない 　　　取っていない

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

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

評価機関　記述
＜一部適切ではない書類がある、又は適切に作成していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以
内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に作成している 　　　適切に作成している

　　　一部適切ではない書類がある 　　　一部適切ではない書類がある

評価機関　チェック

＜一部適切な措置を講じていない、又は適切な措置を講じていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200
字以内）＞

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

　　　適切な措置を講じている 　　　適切な措置を講じている

※出納帳等の帳簿において、指定管理料、利用料金、自主事業における実費収入等明確にしているかを確認する。

　　　一部適切な措置を講じていない 　　　一部適切な措置を講じていない

　　　適切な措置を講じていない 　　　適切な措置を講じていない

評価機関　記述

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

16台のパソコンを保有。ディスクトップタイプなどは盗難防止チェーンで固定。ノートパソコンは鍵のかかる場所に保管、
整理整頓されています。記憶媒体ツールも書庫内に各1個づつ小分けされたＵＳＢ収納袋の中に入れられ、使用中か
どうかが一目でわかるよう良く整理されています。

（４）経理業務

①適切な経理書類を作成しているか？

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

※個人情報を適正に管理するため、離席時のコンピュータのロック、コンピュータや個人情報の含まれた書類等の施錠
保管、不要な情報の廃棄、書類廃棄の際のシュレッダー利用、コンピュータ内の個人情報ファイルへのパスワードの設
定等を行っているかを確認する。

指定管理者　チェック
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　　　存在しない 　　　存在しない

評価機関　チェック

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
横浜市下永谷地域ケアプラザ　職員一覧・ヒアリング

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
年度別収支予算書・報告書・資金収支計算書・事業活動計算書・ヒアリング

③当該施設に係る経理と団体のその他の経理を明確に区分しているか？

指定管理者　チェック

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

④収支決算書に記載されている費目に関し、伝票が存在するか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　存在する 　　　存在する

　　　その他けん制機能を設けている
　　　その他けん制機能を設けている
　　　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　仕組みを設けていない 　　　仕組みを設けていない

評価機関　記述

日常的経理業務は、常勤職員1名が専任で配置、担当しています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜仕組みを設けていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

②経理と出納の相互けん制の仕組みを設けているか？

※経理責任者と出納係の役割分担を明確にしているか、又はその他けん制機能があるかを確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

「金銭内訳表」ファイルが存在し整理されています。

　　　役割分担を明確にしている 　　　役割分担を明確にしている

　　　明確に区分している 　　　明確に区分している

　　　明確に区分していない 　　　明確に区分していない

評価機関　記述

＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

※当日、ランダムで全費目から 3 項目をピックアップし、伝票の存在を確認する。
なお、法人等の本部等で管理されている場合でも、コピー等により必ず伝票を確認する。
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⑤通帳や印鑑等を適切に管理しているか？

※通帳と印鑑等の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。

評価機関　記述

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

通帳と印鑑は、別々に保管、管理されています。小口現金は、常時10万円までを手提げ金庫に入れさらに大型金庫に
保管しています。入出金業務については、2人体制でダブルチェックを行う仕組みが出来ています。

⑥経費削減に向けての取組みを行っているか？

指定管理者　記述 評価機関　記述

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に管理している 　　　適切に管理している

　　　適切に管理していない 　　　適切に管理していない

（１）施設内では冷暖房の設定温度を横浜市が推奨する温
度に設定し、夏はあさがおの栽培を行ない、緑のカーテン
でエコ対策に努めました。館内の照明もこまめに消すこと
で、節電をおこなっています。（２）浴室、トイレ、照明、空調
の不備や漏水等、破損個所は早期発見し、港南区に報告
行ない、専門業者に修理を依頼し対処しました。（３）インク
カートリッジの回収箱の設置を行ない、コピー紙の再利用
や、掲示板の活用、ゴミの分別等職員に周知徹底し、経費
節減に取り組みました。

現場確認（施設内、外）・ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

施設内の照明は、こまめの消灯とＬＥＤ化を推進。節電化
に取り組んでいます。
利用者へもゴミの持ち帰りの協力を仰いだり、お部屋の退
出時における照明のＯＦＦを励行したり、省エネへの徹底
化を図っています。
ペーパーレス会議の実施やコピーする際は個人情報に関
わらない裏紙の有効活用を図っています。
夏の暑い時期には、窓際に朝顔の栽培を行い、緑のカー
テンでのエコ対策に努めています。

＜経費節減に向けての取組みについて記述して下さい。
（400字以内）＞

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

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

①前年度の自己評価結果が今年度の計画・目標に反映されているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　全て反映されている 　　　全て反映されている

　　　一部反映されていない項目がある 　　　一部反映されていない項目がある

　　　全て反映されていない 　　　全て反映されていない

　　　前年度評価で改善する項目が無い 　　　前年度評価で改善する項目が無い

評価機関　記述
＜反映されていない項目がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
自己評価で事業実績を評価し、区からの評価もあわせ、次年度の課題や改善点を明確にし目標を設定、地域ケアプラ
ザ事業実績評価 評価シートに記載しています。その際、地域の現状と課題の分析も客観的に行っています。ＰＤＣＡ
サイクルを活用し、継続的に改善していく仕組みが確立しています

②前年度の市（区）からの指摘・改善指導事項に対応しているか？

※前年度の地域ケアプラザ事業実績評価　評価シート（区評価）を確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　全て対応している 　　　全て対応している

　　　一部未対応の項目がある 　　　一部未対応の項目がある

　　　全て対応していない 　　　全て対応していない

　　　市（区）からの指摘・改善指導事項が無い 　　　市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

評価機関　記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
平成28年度及び29年度地域ケアプラザ事業実績評価　評価シート・ヒアリング
＜未対応の項目がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

区からの改善・要望については、次年度の課題項目に適宜組み入れています。
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評価機関　記述

（６）組織運営及び体制全般（その他）

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

常勤職員に対しては、年1回「人事異動希望票」を配付・面談を実施し、本人のキャリアアップや配置転換意向を確認
する仕組みが整備され、本人の働き甲斐や業務改善などに繋げるなど効果を上げています。

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

重点目標や課題の設定、また実施計画の各項目の記述内容ですが、やや定性的説明で終わっている部分が散見され
ます。目標や計画をいつまでにどんな状態にしているのかを明確にしたり、数量化できるものは数量化し具体的な表現
にすると、達成基準の評価がさらに明確になるとともに職員の方々の行動もイメージしやすくなると思われます。

③施設の課題、目標、進捗について区と協議されているか？

※業務点検に係る実地調査やヒアリングを通じて、区と指定管理者で課題や目標、進捗について協議がなされている
かを確認する。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　年に１回以上は協議している 　　　年に１回以上は協議している

　　　協議されていない 　　　協議されていない

評価機関　記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
平成28、29年度地域ケアプラザ事業報告書・事業計画書・議事録・ヒアリング
＜協議されていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

毎月のエリアミーティング時や四半期報告時、また「年間事業報告書」の提出機会時などに協議しています。

④その他運営目標を適切に設定し、振り返りがなされているか？

指定管理者　記述 評価機関　記述
＜目標設定及び自己評価における取組み方や職員への
周知・共有について記述して下さい。（400字以内）＞

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

（１）各部署ごとに、通所介護事業では全体会議、厨房会
議、ナースカンファレンス、事務所では、地域活動交流会
議や居宅介護支援事業所のカンファレンス等で運営状況
を管理者から説明し、目標の確認や意見等を出し合い、情
報を共有しています。（２）年1回のアンケートを実施した後
には、利用者の意見から業務改善が必要な場合はそれに
向けての具体策を提案し実施しています。（３）常勤職員に
は年度末までに紙ベースで調査票を配布し、その後管理
者が面接を行い、自己の目標や個々のスキルアップに対
する意向を把握し業務改善に繋げています。（4）非常勤職
員は必要に応じて主任や管理者が面接等を実施していま
す。

平成28、29年度地域ケアプラザ事業実績評価　評価シー
ト・ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

重点目標や取り組み課題以外の目標に対しても、実施計
画が明記されており、年度末には事業活動の振り返りがな
され、次年度への課題設定の仕組みが構築されていま
す。
当施設は、全事業共通の目標の共有化と5つの部門それ
ぞれが設定した目標への取り組み体制が構築されており、
部門間の横串、連携が図られチームワークとコミュニケー
ションの円滑化が機能しています。
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指定管理者　記述 評価機関　記述

「地域活動交流機能」「相談調整機能」「高齢者デイサービ
ス機能」各セクション議事録・ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

Ⅴ．その他

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

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

活動交流エリア、地域包括エリアごとに、地区支援チーム
会議を定期的に実施しました。また、地域情報と地域力を
知る為に職員が積極的にエリア内に出向き、地区社協、連
合町内会、民生委員の定例会で情報収集とケアプラザで
の講演会やイベント等のＰＲを行いました。平成28年度～
29年度の地域ケア会議で話し合われた「外出困難な高齢
者を地域が支える仕組み作り」に向けて、生活支援コー
ディネーター11月27日協議体を設置します。（２）昨年10月
開始された「ひまわりホルダー」の取り組みは「港南ひまわり
プラン（第3期港南区地域福祉保健計画）」のテーマ「つな
がる」等に沿った地域ケアプラザの事業で、現在279の登
録があります。

所管課と合議の上での協定書の内容変更があった場合
は、事業報告書に変更内容、変更理由を記載することが望
ましいでしょう。
「絆塾下永谷」の活動にあるように、地域連携がよくとれて
います。利用者の声や活動の様子等を情報紙やホーム
ページを活用して地域に情報発信していくとより良いでしょ
う。

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

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以
内）＞

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

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

平成28年度自主事業報告書・平成28、29年度地域ケアプ
ラザ事業実績評価　評価シート・ヒアリング

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

区との連携から生まれた「ひまわりホルダー」は、救急車出
動時の連絡や忘れ物の発見など、実際に高齢者の安全・
安心な暮らしに寄与しています。また絆塾下永谷での参加
者意見の抽出から実施に至った文化祭。どちらも「港南ひ
まわりプラン」と連動し、地域住民がお互い支え合う街づく
りに寄与しています。

多種な機能の各セクションごとに活発な討議がなされてい
ます。所長は各セクションを統括し、収支も含めバランスよ
く事業展開されています。小学生対象に高齢者の方が将
棋教室を開催する等、世代間交流も盛んです。中・高・大
学生の職業体験も受け入れています。事業は、地域活動
に関心のない方にボランティア活動のきっかけづくりを目的
に展開しており、常に地域社会に視点をおいていることは
高く評価できます。
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