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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

〇すべての場面で法人の大切にする４つの価値＜
「CARING」（思いやり）、「HONESTY」（誠実さ）、
「RESPONSIBILITY」（責任感）、「RESPECT」（尊敬
心）＞に基づいた対応に取り組んでいます。○全体
職員会議を月１回開催、高齢者事業（法人内の他
の拠点）や法人の全体研修会等を定期的に開催
し、事業の進捗状況の確認や情報共有、専門知識
の習得を目指しています。○利用者アンケートを年
１回実施し、課題を抽出し、改善を図っています。
○苦情への対応手順、法人の第三者委員、ケアプ
ラザの苦情解決責任者・苦情受付責任者の氏名等
を明記して、ご利用者様に周知しています。実際に
受けた意見や苦情を職員会議にて検討し、対応策
を考え、改善するように努めています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

○所長を施設維持管理責任者として、各種設備の
安全管理を徹底します。設置後18年目となるため、
不具合や老朽化している箇所は随時修繕を行って
います。
○地区別計画推進の子育て支援委員会で検討さ
れた「子どもの居場所が欲しい。」という意見を取り
入れ、親子でもくつろげる様に情報ラウンジにフロ
アーマットを敷き、幼児でも安全に過ごせるフリース
ペースを設置しました。
○毎朝の業務開始時と閉館時に、施設設備に関す
る日常点検を実施しています。毎朝、開館前に職員
が清掃を行い、施設を気持ちよく使っていただける
よう取り組んでいます。
○常にコスト意識を持ち、資源の節約や節電、ゴミ
の少量化にも取り組みます。貸し館利用で出たゴミ
については、利用者に持ち帰りをお願いし、ゴミの
減量化に努めています。

Ⅲ
．
緊
急
時
対
応

〇マニュアルに基づいた安全研修の実施、ヒヤリ
ハットマップの作成などを通し、対応ができるよう備
えています。〇毎月の職員会議において自施設及
び他のケアプラザ等のヒヤリハットや事故について
報告、検討を実施、同様の事故等が起こらない様、
学びを深めています。○職員の夜間時緊急招集体
制要員名簿を作成し、緊急対応時の体制を構築し
ています。〇利用者への挨拶、声かけを行うことも
不審者対応となると認識し実施しています。○東本
郷小学校防災拠点運営委員会に出席し、HUG訓
練を行なう等災害時の対応について地域の方々と
課題解決に努めています。○大規模災害発生時に
は特別避難所の機能を担うため、地域で開催して
いる防災訓点などに参加し連携を密にしています。
熊本の被災地支援の取り組みを地域行事で紹介
し、防災について考える機会を作りました。

・法人の理念やネットワークなどを、すべての場面で活か
せるように職員は日々実践しています。前法人から1日の
休館日も設けず、利用者がサービスを切れ目なく安心して
使えるように運営を行い、利用者の信頼を得ています。法
人移行直後は戸惑う利用者もいましたが、職員の真摯な
対応や地域の課題やニーズの把握のために積極的に外
に出ることで地域とは良好な関係ができています。
・利用者アンケートから職員の対応が冷たいという利用者
の声を受け、顔の見える関係づくりのために、職員は常に
笑顔で積極的に話しかけることを心掛けています。施設玄
関に担当職種と顔写真を掲示して地域の利用者に周知を
図っています。
・ケアプラザ広報誌「たんぽぽ」を自治会や近隣のケアプラ
ザや医療機関などの協力を得て毎月1550部配布し、でき
るだけ早く情報提供できるように当月、次月分の予定を掲
載して利用者の利便性を図っています。

・職員による日常清掃や専門業者の定期清掃に加え、ボ
ランティアがデイサービスの風呂の清掃や、施設周囲の植
栽や草取りなどで協力をしています。ゴミ箱はあえておか
ず、利用者によるゴミの持ち帰りや、横浜市の３Ｒに協力を
得てゴミの少量化を図り、施設内外は常に清潔に維持管
理されています。
・地区別計画推進の１つの子育て支援委員会からだされ
た「子どもの居場所」造りの意見を受け、情報ラウンジに親
子でくつろげるスペースを設置し、雨の日でも安心して過
ごせるようになっています。今後もスペースの拡充などを図
る予定にしています。
・開設から18年が経過して経年劣化なども出ていますが、
利用者が安全に施設利用ができるように毎朝開館前に職
員による清掃や、施設内外の点検をしています。安全を損
なうような破損までいかない小さなきずまで細かく見ること
で事故予防につながると考え、小破修繕などは所長以下
職員が迅速に対応しています。

・毎年７月に法人による「安全週間」が実施され、施設から
も職員が参加して安全体制の確認や研修が行われ、事故
防止に向けた意識啓発に努めています。
・職員は災害や事故などの緊急時に備え、全員が緊急時
連絡網を携帯しており、外出時や夜間でもすぐに連絡が
取れる体制をとっています。
・所長や職員は東日本大震災や熊本地震での災害復興
支援の経験を活かして、災害ボランティアコーディネー
ター養成講座に取り組むとともに地域の防災訓練にも参
加しています。これにより、法人の目的でもある「愛と奉仕、
ボランティア精神、助け合って生きていく世界の実現」を実
践しています。
・「応急手当普及員認定証」の資格を持つ職員が複数名
いることで、施設内の職員にアドバイスをしたり、普通救急
救命講習をいつでも開催することができます。
・放課後、施設に立ち寄る中学生に声をかけたり７時には
帰宅するように促しコミュニケーションを図っています。

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

○互いの存在や個性を認め合い、高め合うことので
きる、善意や前向きな気持ちによってつながるネット
ワークの「ポジティブネット」のある豊かな地域社会
を創る事を目指した、法人のブランドコンセプト「み
つかる。つながる。よくなっていく。」をもとに、施設
運営、組織運営に取組んでいます。
〇人権尊重や法令遵守、理念、コンセプトに添った
運営ができるよう、法人全体で職員行動規範を策
定、宣誓を行い業務にあたっています。
〇全体職員会、各事業確認会などを実施するととも
に、会議、研修参加、事業実施などの報告書の回
覧などを活用し、情報共有を深め運営に取り組んで
います。
○法人本部が最終承認とする経理業務により、けん
制体制を構築しています。

Ⅴ
．
そ
の
他

○地区別推進計画から「高齢者支援ネットワークづ
くり委員会」「認知症に関する委員会」「子ども・子育
て支援委員会」「健康づくりに関する委員会」が組
織され、地域課題への解決や連携強化に取組んで
います。　○民生委員児童委員の定例会に出席
し、地域別で個別ケース、課題等の検討を行なって
います。２つの自治会で隔月で地域情報や個別支
援について情報交換会を開催しています。○近隣
の３つの包括支援センターと共催し、「介護者のつ
どい」を年間を通じて開催しています。○社会福祉
士養成の実習を受入し人材育成に取組んでいま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇法
人他事業部門とも協力した、介護予防講座（コグニ
サイズ）等の開催等により、幅広い分野で地域に還
元できるように努めています。

・緑区の「第３期 みどりのわ・ささえ愛プラン東本郷地区別
計画」の推進に向けて、地区では昨年までに「高齢者支
援」「認知症」「子ども・子育て支援」「健康づくり」の4つの
委員会が立ち上げられ、施設も積極的に委員会に参加し
て地域の課題に取り組んでいます。
・毎年11月に開催されている地区最大のイベントである
「ひがほん郷まつり」で施設のブースを出展し、施設の事
業内容や機能などについて㏚し、施設の周知に努めてい
ます。
・近隣のケアプラザと連携して「介護者のつどい」を企画
し、地域から多くの参加者を集めています。地域のケアプ
ラザが企画連携することで、知識、技術、情報などの共有
が図られ、職員の意欲やスキルが向上しています。
・地域包括支援センターや各業種の代表者による地区の
「多職種連携部会」の人材育成研修に職員が参加し、専
門性の向上や専門職団体の連携強化を図っています。

・第３期緑区地域保健福祉計画「みどりのわ・ささえ愛プラ
ン」に基づいた東本郷地区別計画に今年度から「健康づく
り」も加わりより実践的な計画促進を図っています。地域住
民の高齢化が進み、周囲の環境も坂道が多く、交通手段
がバス便しかないことから介護予防の取り組みを強化して
いく方向です。
・生活支援コーディネーターが高齢化が進む地域の実情
を踏まえ、買い物マップで配達可能なスーパーマーケット
や無人の野菜販売所まで利用者に情報提供に取り組ん
でいます。
・放課後の中学生の居場所としてフリースペースが頻繁に
利用されています。学習支援は自主活動として東本郷小
学校と連携した週1回の「よりみち学習広場」があり、ケアプ
ラザが後方支援をおこなっています。今後は多世代の支
援と交流を図り、地域の若い世代の力も発揮できるような、
法人の子ども支援のノウハウやネットワークを生かした自主
事業の推進を期待します。

評価機関　記述（400字以内）
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指定管理者　チェック

アンケート振り返りシート、所長、職員ヒアリング

＜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

毎年市のアンケートに地域性などを考慮した質問などを加え実施するほか、運営法人変更についてより利用者に認知
してもらうために自主事業の際や、「ひがほん郷まつり」に参加した際にも、ケアプラザ周知のために独自のアンケート
を行っています。

　　　課題を抽出している

　　　非該当 　　　非該当

　　　特に課題がない

アンケート結果は内容ごとに担当部門が検討し職員会議で話し合っています。アンケート結果は内容ごとに、迅速に
対応できること、時間がかかることなどに振り分け運営に最大限生かしています。

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）＞

　2017年、2018年の10月～12月にかけて横浜市の様式でアンケートを実施しています。部門毎に利用者全員規模で
アンケートを配布し、回収率は2017年度は50％弱、2018年度は50～70%でした。

　　　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）＞
職員会議録、アンケート振り返りシート、所長、職員ヒアリング
＜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）＞

課題は振り返りシートに記載し職員会議で検討しています。利用者から職員の対応が冷たいという意見があり、笑顔で
積極的な声掛けを心掛けています。施設説明会の際に、災害時の安全確保の説明がなかったと言う声を受け、年1回
の貸館説明会の折に緊急時、災害時対応の説明を行っています。また、包括の書類や、デイの利用者への説明が専
門用語などでわかりづらいなどの声があり、誰もがわかりやすい説明を心掛けています。

　　　公表していない 　　　公表していない

評価機関　記述

現場確認
＜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。

貸し館内の多目的室前の掲示板に振り返りシートを掲示して、利用者に周知しています。
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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）＞

複数の意見を言える場を設けています。受付窓口では職員が笑顔で応対し、直接話しやすい雰囲気づくりをしていま
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

全ての職員を受付担当者として、受け付けた内容は相談苦情記録表に記載して職員が共有し、苦情対応責任者の所
長に報告しています。法人に福祉事業相談センターがあり、第三者委員も置かれています。

　　　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）＞

苦情受付のフローの掲示、受付窓口に目安箱設置、ホームページにメールでのお問い合わせを設けている

＜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）＞
苦情対応マニュアル、苦情のフロー、相談苦情窓口対応案内

　　　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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
全ての職員が受付担当者として対応しています。受けた相談や苦情は、相談表に記載してすぐに回答できることは速
やかに回答しています。時間を要するのもについては、後日回答することを伝え対応しています。平成28年度の苦情
に対しては、区の判断を仰ぎ、利用者宅を訪問して謝罪と説明をして利用者の了解を得ています。

　　　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

相談苦情記録票、所長ヒアリング
＜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）＞

　　　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）＞

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）＞

相談苦情記録表に詳細と対応を記録しています。

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）＞

苦情受付から解決に至るフローの掲示。
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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

〇施設利用案内オリエンテーションを年間1回3月に実施。
地域の方が公正かつ公平に利用機会が持てるように、貸
館利用に関して利用方法を確認するとともに、横浜市から
提示される変更点などを明確にしています。
〇利用登録時に利用の手引きを配布しながら説明を実施
し、利用方法や申し込み方法についての理解が深まるよう
取り組んでいます。
〇施設利用に生かせるよう施設利用案内を館内掲示板及
び各室に掲示しています。
〇ホームページ、施設案内ちらしにて、利用方法、各室の
様子等の情報発信を行っています。

　　　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）＞
相談苦情記録表、所長、職員ヒアリング
＜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）＞

公表する際は、当事者の了解を得て公表する仕組みをとっています。今回は当事者を特定できるので公表はやめて
ほしいという申し出があり公表を控えています。

＜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）＞

個人情報保護の観点から当事者の了解を得て公表する仕組みは評価できます。

＜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）＞

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）＞

掲示物などの現場確認、ホームページ、東本郷ケアプラザ
ニュース「たんぽぽ」に掲載、所長ヒアリング

＜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）＞

前法人から1日の休館日もなく運営を引き継いだため、前
法人からのスタンスをあまり変えないことが利用者の利便
性につながると考え、予約や利用方法については変更せ
ずに以前からのやり方を踏襲しています。施設内の掲示
板や各貸室内に利用案内を掲示しています。ホームペー
ジに貸し部屋の写真や詳細な利用案内と利用上の注意
点、デイサービスの利用希望者向けに申込書、イベントの
お知らせなどを掲載しています。
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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）＞
法人の4つの価値、「思いやり、誠実さ、責任感、尊敬」に基づき、人権擁護の研修を毎年行っています。地域の方に
は、成年後見制度の活用推進のために行政書士相談会を行っています。区内で多い振り込み詐欺の注意喚起を利
用者宅訪問時に必ず行っています。こどもの声を聴くことや児童虐待防止の啓発（オレンジリボンの活動）や、いじめ
防止のピンクシャツデーの活動など法人のノウハウを生かした取り組みを行っています。

　　　行っている

　　　行っていない 　　　行っていない

　　　行っている

現場確認、資料、所長ヒアリング
＜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）＞

＜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）＞

利用団体がほぼ固定化しているため、横浜市のルールに従い、福祉保健活動団体が3か月先の予約、福祉保健協力
団体が2か月先の予約の2通りで混乱なくスムーズな受付を行っています。

＜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）＞
研修計画、職員会議議事録、所長ヒアリング

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

〇法人のロゴ入りのユニフォーム・名札を着用し、来館者
や地域の方々にｹｱﾌﾟﾗｻﾞ職員である事が判るようにしてい
ます。
〇館内に職員の名前と顔写真を掲示し、担当の職種が明
確になるようにしています。
〇来館者に挨拶や声掛けを行ない、顔の見える関係作り
や不審者対策など安心して利用出来るようにしています。
〇窓口、電話対応については、対応した職員の名前を伝
え適切に対応できるようにしています。
〇他の職員に伝言など取り次ぐ場合は、各職員の伝言
ノートに記載し正確に伝える工夫をしています。
〇行動予定表の記入により全職員の行動が把握出来る様
にしています。
〇事務所から受付窓口が見えずらい構造のため、できる
限り来館者に迅速な対応が出来る様に確認し、心掛けて
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）＞

毎月ケアプラザニュース「たんぽぽ」を地域の自治会や周
辺の地区センター、地域ケアプラザ、郵便局などの協力で
配布し情報提供を図っています。「たんぽぽ」には、地域ケ
アプラザの事業を地域に周知していくためにサービス内容
や、当月、次月の2か月分のイベントカレンダーを掲載して
利用者に早めの予定を知らせ利便性を図っています｡
ホームページにはデイサービス利用申し込み書の掲載な
どがあります。

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）＞

3年前の運営法人変更に伴い、利用者と顔の見える関係
づくりのために、来館者に対して笑顔で迅速な対応を全職
員が心掛けています。窓口業務では、通常は非常勤の受
付者が、相談内容を各担当に的確に引き継ぐために「相
談票」に記載し、常勤職員に引き継いでいます。担当職員
が不在の時は、相談者に対してできるだけ早い対応がで
きるように伝言ノートなどを活用して具体的な返答日時な
どを伝えています｡

＜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

〇ケアプラザ案内やニュースを配架し、情報や案内などが
得やすいようにしています。
〇東本郷地域ケアプラザニュース（たんぽぽ）を、月1回
1550部、年間12回発行し、自治会、関係機関等で配布、
自治会掲示板59か所に広報誌やチラシを掲示いただき、
地域住民、関係機関に対する情報提供を行っています。
〇ニュースには必要に応じ、地域での活動や福祉保健団
体等の活動内容等を盛り込み、地域の情報を提供するとと
もに、通所介護、生活支援コーディネーターからのコラム
などを掲載し介護保険事業の様子や地域との関わりなども
お知らせしています。
〇ホームページ（https://www.higashihongo-ymca.org）
は、幅広い方々に閲覧して頂けるよう、施設案内のほか、
各種プログラムやイベントカレンダー、広報誌のバックナン
バー等をUPするとともに、メールでの問い合わせ対応等が
できるようにしています。

現場目視確認、資料、ホームページ、所長ヒアリング
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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）＞

〇貸館稼働率を部屋別、時間別、平日・土・日祝別に数値
化し、利用実績の低い時間帯及び曜日などに対して、翌
年度のプログラム計画に生かし、新たなプログラムを企画
実施しています。2018年度の実績はヨガ・ダーツなどを開
催しました。
〇ニュースなども活用し、地域の方に空き室状況を随時情
報提供しています。
〇地域性、利便性などから夜間の稼働率に課題もありま
すが、解決策の一つとして自主事業を開催しています。
〇アンケート・苦情に関しては職員会で全職員にシェアす
るとともに、改善策を検討しています。
〇改善計画等を掲示し取り組むとともに、利用受付時や利
用時に、改善結果について報告、お話しをする時間を設
けています。
〇受付に意見要望などの目安箱を設置。職員会で提示、
解決策を検討するようにしています。
〇確認を通し、全職員が同じ問題意識を持ち、同じ対応を
とれるように、平準化を図っています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

前法人から1日の休館日もなく引き継いだ現運営法人は、
利用者が貸館を使用する際やデイサービスの利用に当
たってできる限り混乱のないように運営を行っています。利
用者との顔の見える関係づくりを常に心がけ、利用者に職
員の顔を覚えてもらうために名前・職種と顔写真を掲示し
ています。アンケートの意見や要望などは課題を検討し、
迅速にサービスに反映させています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

法人移行に伴い、1日の休館日も設けずに利用者の利便性を図り、大きな混乱もなく運営を引き継いだ点は評価され
ます。3年目に入り法人の4つの価値に基づいた職員の対応が地域に根付いてきています。地域に積極的に出かけて
地域の実情を把握し利用者の幅広い意見や要望を真摯に受け止め、サービスの向上を図っています。

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞
地域の高齢化や利用団体の固定化を鑑みて、幅広い世代へのケアプラザの周知や利用促進のために、空き情報や
自主事業の受付などがホームページでできることも検討課題です。窓口にある意見箱が利用されない現状を踏まえ、
設置場所を検討されたらいかがでしょうか。高い高齢化率、坂の多い地形やバス便のみの交通手段などを考慮し、出
前講座や介護・育児相談会など今まで以上に地域に出向き積極的に行うことを期待します。

※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）＞

貸し部屋は利用者の協力で事業終了後に元の状態にされたかどうか職員が点検確認をしています。日常の清掃は非
常勤職員が各貸し部屋や館内の箇所ごとに確認を行い、清掃後に「掃除チェック表」に記載をして、さらに週ごとに「部
屋別チェックシート」で点検をしています。

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）＞

貸し館内外は清掃もゆき届き、清潔で安全な施設管理がされています。

②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？

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

　　　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）＞

新規購入品はほとんどなく、前指定管理者から引き継いだ備品の丁寧な使用を心掛けています。市所有の備品は、市
の「物品管理簿」に記載されているものから・シユレッダー・プロジェクター・パソコン・電動自転車・冷蔵庫を抽出して現
物確認をしています。いずれもきちんと手入れされ、使用していることを確認しました。

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）＞

館内に損傷はなく安全に使用できるようになっています。。小さな損傷などは、職員が自ら迅速に補修をして常に利用
者の安全を心掛けています。

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）＞

今年度6月と12月に感染症の研修を行っています。受付の手指消毒薬やトイレの紙タオルの用意で感染症の予防対
策や、館内に啓発のポスターを貼り利用者に注意喚起をしています。日常清掃に加え12月から3月は、館内の利用者
が触れる箇所を職員が消毒薬を用いて毎日清掃し感染症対策をしています。

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

ゴミはマニュアルに従い「ゴミ管理表」で管理をし、分別のルールに従って回収していることを回収伝票や、ゴミ置き場
などで現場確認が出来ました。館内にゴミ箱はなく、施設の外のゴミ置き場も清潔に管理されています。

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）＞
研修計画及び研修記録、所長、職員ヒアリング

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）＞
法人内に「省エネ、環境委員会」を置き連携をとっています。館内にゴミ箱を設置しない方針で利用者にもごみの持ち
帰りを呼びかけ協力を得ています。地域の方にも横浜市の3Rの取り組みを呼びかけ、館内に使用済みのインクカート
リッジなどの回収ボックスを設置しています。物品や消耗品購入の際もできるだけ環境に配慮して、詰め替えのできる
ものを心掛けたり、裏紙の再利用などでゴミの少量化に努めています。
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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

〇開館前に出勤全職員で清掃、見回りを行ない不具合等
の確認を行なうとともに、適宜施設周りを確認し安全の確
保に努めています。
〇パートタイムスタッフによる日常清掃、休館日の専門業
者による定期清掃、剪定等を実施しています。
〇館内周辺の植栽等の管理は地域のボランティアの方に
も協力いただき実施しています。
〇来館者にもご理解、ご協力を得ながら、駐輪場、駐車場
内の事故防止のため整理整頓を心掛けるとともに、身障者
用駐車スペースが安全に使用出来る様にしています。
〇ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ内は、原則土足禁止になっているためスリッパ
を使用して頂いていますが、移動が困難な方はそのまま
入館して頂いています。（通所介護利用者等）スリッパの他
につま先が入るサンダルを用意しています。
〇車椅子を常備し、必要に応じて貸し出しをしています。
〇施設入口にはｱﾙｺｰﾙ消毒、お手洗いには、紙タオルを
使用し感染の予防に努めています。

現場の目視確認、掃除チェック表、所長、職員ヒアリング

＜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）＞

利用者が自由に居場所を選んで好きな時間を個別に過ごしたり、気の合った仲間同士で話やゲームができるコー
ナーなど、職員が意見を出し合い、デイサービスの縦長の広い部屋の活用方法を再検討されてはいかがでしょうか。

＜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）＞

日常清掃や定期清掃に加え、地域のボランティアが毎週
デイサービスの風呂掃除や時折、施設外の植栽の手入れ
や草取りで協力しています。また職員も草取りなどを積極
的に手伝っています。施設内は、12月～3月の間、毎朝利
用者の手が触れる箇所は次亜塩素酸を用いて消毒をし、
感染症対策に努めています。またこの期間、職員はマスク
着用を心掛けています。

（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）＞

毎月の定期清掃や掃除専門の非常勤職員による日常清掃に加え、毎朝職員全員で清掃や施設内の不具合などを確
認し、利用者が安全に気持ちよく施設利用できることを常に心がけています｡デイサービスは9割が女性利用者というこ
ともあり、いかに快適に過ごしていただけるかをポイントにしてサービスの向上に努めています。
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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

緑区の防災計画と連動した各種マニュアルを作成しています。緊急時の対応に関するマニュアルについては、法人が
作成したものを現場の環境に合わせた仕様としています。「東本郷ケアプラザ安全マニュアル」には、救急時対応シー
ト、地震発生時の対応、火災対応シート、災害時避難所体制マニュアルなどが含まれています。ほかに、事故対応、食
中毒対応などもあります。

　　　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）＞
職員は出・退勤時、さらに外出時に施設の周囲を見て回り、不審な人がいないか、物がないかを確認するほか、来館
者に積極的に挨拶や声掛けをすることで防犯環境を整え、職員の防犯意識を醸成しています。閉館後は警備会社に
よる機械警備としています。一昨年末、地域停電による警備機器の通電障害が発生しましたが、警備会社が迅速に対
応して復旧を行いました。警備機器の定期点検も確実に行われています。

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、所長ヒアリング

＜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）＞
午前、午後、夜間と定期的に施設内の巡回点検を行っています。各室の利用に際して、利用報告書に「施錠、消灯、
室内整備」などのチェック欄が設けられており、そこにチェックを入れる仕組みになっています。報告書は日々ファイリ
ングされ、事務所内に保管されています。職員は、放課後帰宅前に１階のラウンジで読書や会話を楽しむ中学生に声
をかけたり、７時には帰宅するよう促しています。

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）＞

鍵の管理責任者は所長で、鍵は事務所内の鍵ボックスに用途別に分けて管理されています。また、点検用に鍵を別
にコピーして使っています。設備点検や部屋利用などで鍵を貸し出した場合は、点検報告書や使用報告書といっしょ
に鍵を返却してもらうシステムになっています。報告書が提出されたことにより鍵が返却されたことが確認出来ます。

＜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）＞

　　　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
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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）＞
法人全体で毎年７月に「安全週間」を設け、最初の１週間で安全研修委員会が行われています。施設から職員が参加
して、安全体制の確認やマニュアルの点検、施設のヒヤリハットの報告などを行っています。

毎年内部研修計画を作成する中で、安全研修として、施設におけるヒヤリハットマップの作成、安全週間での研修報告
や勉強会を全職員で行っています。また、毎月行われている職員会議において横浜市から送られてくるケアプラザの
事故発生状況について確認し、事故防止に向けた対応について意見を交わし学びを深めています。

　　　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）＞
安全マニュアルを踏まえ、施設・設備の安全チェックを行っています、施設内各室や各設備については、高齢者や小
さな子どもの利用も多いため、毎朝業務開始時と閉館時に日常点検を行っています。利用者に対しては、各室利用後
に利用報告書のチェック欄で備品に問題ないか点検欄にチェックしてもらっています。不具合があれば直ちに修繕や
交換を行っています。

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）＞

緊急時連絡フローは、個人情報が含まれるため事務所内に掲示していません。しかし、緊急時に備えていつでも見れ
るようにパソコンにデータ保管されており、必要に応じてデータを見たり出力して確認しています。ただし、職員は全員
緊急時連絡フローを常に携帯し、いつでもどこでも緊急連絡できる態勢をとっています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
複数の職員が「応急手当普及員認定証」を持っています。このライセンスがあれば、同じ施設にいる職員に対して普通
救急救命講習の指導を行うことが出来ます。施設では、ライセンスを持った職員による緊急時の対応方法を学んだり、
非常時に対応出来るようにアドバイスをもらったりしています。ライセンスを持った職員がいる利点を活かして、普通救
急救命講習を行うことを検討しています。

　　　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）＞
職員は常勤、非常勤ともインターネット上でのＡＥＤ操作研修を行っています。すべての職員それぞれが計画的にＡＥ
Ｄ研修を受講し、緊急時に迅速に対応できるように学んでいます。

　　　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)＞

所長ヒアリング、事業報告書
＜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
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※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）＞
横浜市の福祉避難所の協定締結施設に指定されており、緑区防災計画に連動した災害対応マニュアルを策定してい
ます。災害時に福祉避難所に指定される場合に備えて、9月と3月に緑区社会福祉協議会と連携した災害ボランティア
コーディ ネーター養成講座の実施及びフォローアップ訓練に参加しています。この訓練に参加することで、災害時に
対応したネットワークづくりが進み、職員の防災意識が高まっています。

　　　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）＞
2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震において、所長ほか複数の職員が現地の災害復興支援活動を行って
います。被災後のがれき撤去や泥出し、子どもたちの遊び場支援や仮設住宅での交流活動、法人の取り組みとしてリ
フレッシュキャンプも行っています。これらの活動は法人の事業特性が活かされたものであり貴重な経験であることか
ら、さらに足場を広げて多様に展開していくことで施設の存在感を増すことが期待されます。

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

法人グループにおける30年前のプールでの水難事故の教訓を踏まえ、法人の安全研修委員会による『安全月間』が７
月に開かれています。最初の１週間の「安全週間」では、グループの各施設から職員が集められ、施設の安全体制の
確認、マニュアルの点検、ヒヤリハットマップの共有などの研修が実施されています。研修に参加することで事故防止
に対する職員の意識啓発、共通認識が図られています。
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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

事業計画書、職員会議録、作業日報などから協定書のとおりに開館、閉館の業務が確実に行われていることが確認で
きます。

③事業計画書・事業報告書を公表しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜公表していない場合は、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）＞

施設の１階ラウンジの書棚に施設案内、関連機関の案内などの各種ファイリングが並べられており、そこで事業計画
書、事業報告書も閲覧出来るようになっています。また、法人のホームページでは、法人全体の事業計画書、事業報
告書、財務諸表がアップされ、いつでもだれでも見ることが出来るようになっています。

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）＞

施設内に事業計画書、事業報告書を配置し、だれでも閲覧できるようにしています。

　　　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）＞

職務分掌、勤務シフト表などにより協定書通りの職員体制がとられていることが確認できます。さらに、今年9月から、デ
イサービスの食事については委託をやめ調理員を雇用しています。これは、食品衛生管理と食事内容の向上を図るこ
とを目的としたもので、「味噌汁がおいしくなった」と利用者に好評です。

②協定書等のとおりに開館しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　協定書等の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）＞

毎月、地域ケアプラザ条例などの関係法令の習熟、マニュアルの理解促進、個人情報保護の徹底などを目的に職場
内研修を実施しています。研修は、職員個々の専門性が活かされるように、職員が講師を務めることで、職員全体のス
キルアップにつながるように取り組んでいます。

＜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）＞

2018年度内部研修年間計画、常勤・非常勤研修計画などの用途に応じた一覧が作成されており、そこには、研修名、
実施時期、司会・記録・担当者の各氏名が明記されています。

＜確認手段（資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（５0字以内）＞
所長・職員ヒアリング、研修計画一覧

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
年間を通した研修計画が職員会議を通して作成されています。内部研修としては、新任・行動規範・権利擁護・個人
情報、認知症・高齢者虐待などの研修が、施設内部あるいは法人全体で実施されています。また、横浜市によるコー
ディネーター共通研修・地域包括支援センター職員研修などの外部研修にも参加しています。研修計画は月ごとに分
かれており、常勤・非常勤に関わらず、業務上の必要性や職種、年数によって決められています。

②職員に研修を行っているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）

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

外部研修に参加した後は「研修報告書」を提出するとともに、職員会議で報告したり、資料を閲覧することで情報の共
有を図っています。

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

〇年間研修計画をたて、それぞれの部門の職員が計画的
に研修参加できるように整えています。
〇研修参加費用についても、予算化されており、起案をす
る事で誰でも参加する事が出来ます。
〇法人全体での全体研修、各専門職員が参加する専門
性を高めるための研修や法定研修など、それぞれの職員
に必要とされる研修に参加しています。
〇研修また各職員が研修に行っている間は、その他の職
員がフォロー体制をとれるように勤務体制を工夫していま
す。

所長ヒアリング

＜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）＞

職員には年間で１人当たり3万円が研修費として予算化さ
れています。また、社会福祉士、介護福祉士などの資格取
得にあたっては、受講費用の半分を施設が負担しており、
バックアップ体制が確立されています。業務として研修に
参加する場合は、本部の決裁により出勤扱いとなっていま
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）＞
所長・職員ヒアリング、年間研修計画、事業報告書

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）＞

「受付対応マニュアル」が作成されており、その中で来館目的の確認、相談・居宅介護サービス依頼、貸し部屋などの
対応の仕方について説明が書かれています。

⑥その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みを行っているか？

指定管理者　記述

評価機関　記述

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）＞

〇人権、安全、理念等の理解、運営に必要なスキルや必
須研修を法人研修、事業部研修、職員会等を活用した内
部研修などにより実施し、常に新しい情報を収集するよう
にしています。
〇職種必須研修や外部研修を活用し、スキルアップや情
報収集に努めるとともに、研修内容は報告会や資料の回
覧などを行い、情報の共有を図っています。
〇法人全体での研修や制度により資質向上を図るととも
に、職場環境や職員の健康管理にも目を向けた取り組み
を行っています。
〇拠点間共同による事業開催などによっても、連携や情
報交換などを密に行うことで、相互質の向上のための取り
組みを行っています。

所長・職員ヒアリング、事業報告書、広報紙「たんぽぽ」

＜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）＞

・地域包括支援センターや各業種の代表者による「多職種
連携部会」における人材育成研修に担当職員が参加し、
専門性の向上や地域の専門職団体との連携強化を図っ
ています。
・近隣の地域ケアプラザと合同しての「介護者のつどい」を
企画して、地域から多くの参加者を集めました。この企画
により担当者のスキルアップ、取り組み意欲の向上、担当
者間の連携強化が進みました。
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内部研修として、行動規範・個人情報・プライバシー保護に関するものが毎年4月に位置付けられており、全職員が参
加して、個人情報の保護についての考え方、方法、留意点について学んでいます。研修では、司会、記録、担当など
の役割も決められており、すべての職員は、法人が策定する行動規範と個人情報保護について理解を深め、これを遵
守して業務に当たっています。

　　　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）＞

法人では、個人情報保護・守秘義務の遵守にあたって「人権保護」というスタンスを基本姿勢とし、「横浜市個人情報の
保護に関する条例」を踏まえた個人情報保護マニュアルを作成しています。マニュアルには、個人情報の保護に関す
る規程の遵守、取り扱い上の留意点、漏洩や改ざんについての厳重な注意が明示されています。

　　　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）＞

個人情報の取り扱いに関する管理責任者は所長です。個人情報を含む書類について、業務上の必要性から通所介
護の送迎や居宅介護支援事業などで外に持ち出す場合がありますが、その日の取り扱いが終わったら、必ず鍵の掛
かる書庫で管理することが責任管理体制の中で確実に実行されています。

　　　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

個人情報の収集にあたっては「個人情報は業務の中で使用するもの」という認識がルールとして全職員に徹底されて
います。登録書や同意書には、個人情報を目的以外に使用しないことを明示するとともに、利用者にも口頭で説明し
ています。

個人情報の使用目的の明確化と目的の範囲内での使用については、基本協定書、事業計画書、事業報告書などに
明示されています。また、個人情報の取り扱いに関する規程については、1階ラウンジの書棚に配架されており、だれ
でも見ることが出来ます。施設サービス利用に関する契約書や団体登録申請書などで個人情報を収集するときは、必
要最小限にとどめています。

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

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　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。

施設と横浜市との基本協定に基づき、個人情報を取り扱う事務に従事する職員はすべて、個人情報保護に関する研
修を受けるとともに、横浜市の個人情報保護に関する条例その他の個人情報の保護に関する法令を遵守し、適正に
取り扱うことを誓う誓約書と研修実施報告書を緑区に提出しています。また、法人の行動規範にも誓約文が含まれてい
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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地域活動交流、地域包括支援センター、居宅介護支援、通所介護などの分野ごとに出納が行われています。それぞ
れの予算において、事業や業務ごとの仮払に対する支出が領収書とともに出納帳に記録され、管理者が出納書類を
確認しています。年間の収支報告書において指定管理料収入、介護保険収入、雑収入に対して各分野ごとの支出が
まとめられ、収支が千円単位で報告されています。自主事業も別枠で収支報告されています。

　　　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）＞
所長ヒアリング、現場確認、事業報告書

　　　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）＞
個人情報は法人とのオンラインでソフトによって管理され、パスワードを使ってアクセスしています。コンピュータの画面
は利用者から見えないようになっています。また、離席するときには画面上に情報が見えないようにしてから席を立って
います。個人情報は、事務室内の書棚等に鍵をかけて管理しています。保存年限を過ぎた書類はシュレッダーや溶融
により確実に廃棄し、必要な情報のみを管理しています。

（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）＞
所長ヒアリング、経理関係書類

＜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）＞
施設において、事業や業務などで出納担当者への小口現金からの仮払いと領収書を含めた収支記録を会計責任者

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）＞

施設の経理、自主事業の収支、雑収入としてのコピー・印刷代金の出納を明確に区分して記録保管し、年度末の収支
報告書にとりまとめています。

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

施設において、事業や業務などで出納担当者への小口現金からの仮払いと領収書を含めた収支記録を会計責任者
の所長が確認しています。出納記録はすべて法人経理担当に送られ、経理部門において厳重に確認と記録が行わ
れています。事務所にある金庫の鍵とキャッシュカードは所長が管理しています。

＜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）＞

デイサービスの食材費用やガソリン代、地域活動交流事業のイベント材料費、介護予防事業の講座にかかる費用の３
項目を仮払精算伝票、領収書で確認しました。

　　　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）＞

通帳と銀行印は法人本部で管理されています。施設では小口現金とキャッシュカードを保管しています。管理責任者
は所長と なっています。

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

〇毎月の職員会議で、水道光熱費及び使用量について、
前々年、前年同月と比較検討し、節約やエコの取り組みに
ついて検討しています。
〇横浜３R夢推進にあたり、ゴミ箱を設置せず、ゴミの持ち
帰りを徹底すると共に、内部書類の裏紙利用を促進、ＦＡ
Ｘのデーター保存化などの取り組みをしています。
〇「消灯のお願い」を掲出し、使用していない部屋や昼間
時の消灯、空調に関して、「設定温度等のお願い」等を掲
出し、利用される方の理解と協力を得ながら削減の取り組
みをしています。
〇業務で使用する車両は、可能な場合はアイドリングストッ
プ等を実施するようにし、経費節減と環境保護に努めてい
ます。

所長ヒアリング、現場確認

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

水光熱の使用量について、前々年、前年同月比較を行
い、使用量の適正性について確認しています。これは、利
用料の値上がり率の確認は当然として、当年度決算にお
いて適正支出となっているか、また、次年度予算を決める
上で、工事事業者による修理や修繕、委託会社による施
設維持管理業務の際の水光熱使用が正しく行われている
かについて確認する意味からも行われています。

＜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）＞
所長ヒアリング、経理関係書類
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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）＞
地域とのより一層の連携強化を施設の重点課題であるととらえています。施設を多くの地域住民、諸団体・機関に知っ
てもらうことを目的に緑区役所などと協働して11月の「ひがほん郷まつり」で施設のブースを出展して「みどりのわ・ささ
え愛プラン」や施設の魅力や機能をＰＲしました。また、地域が力を入れている防犯・防災訓練では、HUG（避難所運
営ゲーム）を実施したり、消防や学校の防災訓練に参加して全面協力しました。

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）＞
所長ヒアリング、地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書、地域ケアプラザ事業実績評価シート
＜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）＞
施設において職員個々が縦割りにならないように、部門間の情報共有、課題共有のための会議を毎月行っています。
会議では、相談の対象者のニーズを見極め、対象に合致した専門職員の対応、専門職間の協働を行っています。ま
た、今年度第4四半期では職員間の情報共有や連携を念頭に、個別ケースを中心とした地域ケア会議の開催、小中
学生が集えるフリースペースの設置を推進し、夜間ヨガ教室についても検討しています。
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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）＞
「みどりのわ・ささえ愛プラン」や東本郷地区別計画推進のために立ち上げられた「高齢者支援ネットワークづくり委員
会」「認知症に関する委員会」「子ども・子育て支援委員会」の3委員会に加えて、昨年度「健康づくりに関する委員会」
が設置され、地域福祉保健の一層の充実が図られています。職員も地域の方々とともに参画して積極的に委員会の
課題に取り組んでいます。施設がより良い地域づくりに必要な存在となっています。

＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞
施設のデイサービス活動フロアは235㎡で縦長の広いスペースを備えています。この広さを利用したさまざまなエクサ
サイズが行われています。認知症予防のコグニサイズもその一つです。学校帰りに施設に立ち寄る中学生に声をか
け、コグニサイズに参加して高齢者と交流したり、中学生に新しいコグニサイズのアイデアを募集するのも一案と考えま
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）＞
所長ヒアリング、事業計画書・事業報告書
＜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）＞
施設の事業計画書・事業報告書の作成、その他事業を実施するにあたり、疑問点や課題について日ごろから緑区に
相談しています。また、緑区によるヒアリングや現地調査を踏まえた事業実績評価から出てきた課題改善にあたり、緑
区から適切な指摘と指導を受けています。最近では、地域包括支援センターで把握した個別ケースの困難課題につ
いても相談しました。

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）＞

〇市及び区の計画や指定管理受託時の提案、前年度の
実績評価を参考に、法人の方針・計画も反映し運営の方
針、計画を策定しています。また、内容は、研修等を活用
し全職員で共有しています。
〇区とのヒヤリングにおいて進捗、課題を確認しますが、そ
の資料作成の段階で、進捗や課題についてケアプラザ内
部で確認し、未着手や課題のある項目については、できる
限りすみやかに取り組むようにしています。
〇法人全体で各拠点の策定している地域活動計画も計画
にリンクしています。こちらは月次で実施、進捗を確認し未
着手や課題のある項目については変更や修正などを実施
しています。

所長ヒアリング、事業計画書・事業報告書

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

施設の目標設定とその実行に際して、法人の長い歴史と
理念である「愛と奉仕の精神」が随所に反映されていま
す。具体例として、所長や職員による東日本大震災や熊
本地震での復興支援の経験があげられます。被災地での
人々へ寄り添い、家族やコミュニティの絆づくり、ボランティ
ア活動を振り返りながら、現在は地域の中学生ボランティ
アの行事参加、防災訓練でのボランティア育成などに取り
組んでいます。
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指定管理者　記述 評価機関　記述

所長ヒアリング

＜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）＞

〇緑区地域保健福祉計画に沿って、市、区行政や地域と
共に具体的な課題に取り組んでいる４つの委員会（こども
子育て委員会／認知症／高齢者支援ネットワークづくり／
健康づくり）に参画し、地域や行政、社会福祉協議会ととも
に事業協力を行っています。
〇取り組みの結果、地域の健康づくりに貢献する研修会
実施や、認知症対応方法の普及啓発活動、子どもの福祉
教育など、幅広い分野で連携することが出来ました。
〇他のケアプラザや団体等とも協力し、行政施策が推進
できるよう取り組んでいます。
〇地域で把握した課題や要望は、行政、社会福祉協議会
と地域ケアプラザ職員で構成される定例カンファレンスに
おいて、情報を共有し、共に課題に取り組んでいます。

〇より身近な地域で福祉のまちづくりを推進するため、各
種介護予防事業や健康促進事業は、ケアプラザ内で行う
だけではなく、地域の自治会館や身近な拠点を活用し、高
齢者や身体に障害がある人でも参加しやすいように工夫
しています。
〇法人では、職員自身の健康管理にも気を配り、健康づく
りプロジェクトを実施、残業時間を減らす取り組みや、長時
間事務作業が続くような場合には、定期的に身体を動か
すような働きかけを行っています。
〇法人ネットワークも生かしながら、地域行事等に積極的
に協力、協働し、関係を深めながら、共に地域福祉推進に
取り組んでいます。

近くに地区センターなどもないため、地域の中学生が夕方
集まりケアプラザがたまり場的な居場所になっています。
自主活動として東本郷小学校と連携した週1回の「よりみち
学習広場」があり、ケアプラザが後方支援をおこなっていま
す。今後は、夜間や休日の稼働率を上げるためにも、地域
の大学生や教員OBなどに呼び掛け、多世代交流の場とし
て、学習指導や話し相手、運動なども取り入れた自主事業
を展開することを期待します。

＜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）＞

＜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）＞

事業計画書、報告書、所長ヒアリング

＜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）＞

法人移行から3年、地域の課題を積極的に把握するため
に地域に出ていき、区内の関連機関や地域と顔の見える
関係づくりやニーズの掘り起しに努めています。緑区の第
3期「みどりのわ・ささえ愛」プラン計画に基づき、「高齢支
援」、「子ども・子育て支援」、「認知症支援」に加え、「健康
づくり」の4つの委員会の地域保健福祉の活動拠点とし
て、職種間で連携をとり、法人のネットワークや経験を活か
した取り組みを行っています。

前法人から1日の休館日も設けず、利用者に切れ目のな
いサービス提供をしたことは特筆すべきことです。法人の4
つの価値「思いやり」「誠実さ」「責任感」「尊敬心」に基づ
き、職員は法人で今まで培ってきたネットワークや経験を
基に、前法人が築いてきた地域や利用者との関係を継続
して受け継ぎ、館内の雰囲気や使用方法など利用者本位
の運営を優先しています。
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