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

評価機関 記述（400字以内）

指定管理者 記述（400字以内）
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・情報ラウンジが広く設計されている利点を生かし、
ここを会場としたイベントを開催している。コーヒーボ
ランティアによるカフェや、おもいやり隊の「ママ マ
ルシェ」など、地域の方々に立ち寄っていただいて
喫茶と雑談を楽しむ場として活用されている。また、
昼食時間には「ランチスペース」として地域の方々が
集まってお昼を食べる場所として開放している。今
後は夜間のカフェイベントやミニコンサートイベントを
企画実施予定。

・利用登録団体の方々のボランティア活動を一つと
して施設の維持管理にご協力いただいている。主に
調理室の清掃、来館者が利用するスリッパの清掃、
外構、植栽部分の手入れ等を提示し、団体の人数
や日程の都合などによって参加いただいている。
・情報ラウンジについては鉢植え等を配置し、くつろ
いでご利用いただける雰囲気作りを心がけている。

・観光地、飲食街が近いために酔客が入館しトイレ
に居座るという事案等が過去にあったことから、警備
会社と契約して非常時駆けつけ対応をお願いし、職
員や他の利用者の安全を守る対策をとっている。
・過去、職員が急病で救急搬送された事例が法人
内ケアプラザであったことから、職員本人の連絡先と
は別に「本人に異変があった場合の家族等連絡先」
を事務所で保管している。
・連合町内会の実施する合同防災訓練などに参加
し、福祉避難所の役割などを適宜周知している。

【評価できると感じられる点】
・2カ月先までの貸館の予約状況が廊下に掲示されてお
り、予約しやすいよう工夫されている。
・広報紙は各貸館に掲示されており、広く周知に努めてい
る。
・玄関ロビーの下駄箱や机には、自主事業等のチラシがク
リアケースに入れられ垂直に掲示され見易く、縮小版のチ
ラシも置かれ持ち帰ることができるようになっている。
・「中村地域ケアプラザ行動指針」を毎朝朝礼で唱和し、自
らの行動に照らして検証することで、職員のモラルや接遇
力のアップを図っている。
・今年度、情報ラウンジに目隠し用の衝立を立てお昼のラ
ンチスペースを始め、地域の方々から好評を得ている。
・情報ラウンジが広く設計されている利点を生かし、コー
ヒーボランティアによるカフェや、おもいやり隊の「マママル
シェ」を開催し、喫茶と談話を楽しむ場として活用されてい
る。また同日開催することもあり、シナジー効果も働いてい
る。

【評価できると感じられる点】
・日常清掃は詳細な清掃日誌に沿って委託業者により行
われており、清掃実施後は所長が確認をしている。
・多機能トイレにはノロウィルスの処理キットが置かれてお
り、ノロウィルス研修ではマニュアルをもとに処理キットを
使って実施している。
・利用登録団体のボランティア活動として、外構、植栽等の
手入れや調理室の清掃、スリッパ拭きなどを提示し、活動
に参加してもらっている。
・多目的ホールの机や椅子のレイアウトが写真入りで説明
されており、使用後元の位置に戻してもらえるよう工夫して
いる。

【評価できると感じられる点】
・交通事故対応フロー図を必ず車の中に入れているなど、
すぐに使える仕組みを実践している。
・防犯ボタンを受付カウンターの下に設置し、入り口での防
犯体制を確保している。また、館内警備を最終退館者が設
置し忘れ、23時を過ぎて無人にもかかわらず警備が設置さ
れていなければ、警備会社で警備を設置するようにしてい
る。
・当日参加できなかった職員に対して記録を回覧するととも
に、「避難誘導」などの係を持つ職員に対しては、追加伝
達として30分ほど当日の動きを実際にシュミレートして伝え
ている。
・利用者の安全確保のみならず、当施設は職員の安全に
も目を向け、安心して働ける環境を目指している。職員の
安全確保が安心して働ける環境につながり、職員のモラー
ル向上を促進する。それが最終的な利用者へのサービス
向上になるとの俯瞰的視野から、全体的仕組みを構築しよ
うとしている姿勢が評価できる。
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指定管理者 記述（400字以内）

評価機関 記述（400字以内）
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・朝礼で各部の事業や個別の行動予定等について
の情報共有を行っている。また朝礼の中で行動指
針の唱和を行い、ご利用者に対応する心構えなど
についての意識づけを行っている。
・包括、地域交流Ｃｏ．生活支援Ｃｏ．（以下“５職
種”）による５職種会議、これに居宅と通所の管理者
を加えた全体会議などで、ケアプラザ全体に関わる
情報共有と事業運営全般について決定している。
・５職種については法人内７ケアプラザで職種毎に
連絡会を作り、共通課題についての意見交換や資
質向上のための研修、研究等を行っている。居宅、
通所の管理者についても部門別の会議で情報共有
や共通課題の解決を図っている。
・その他法人内で在宅サービスを中心とした地域別
会議を実施し、地域課題に対する各サービスの対
応や方向性を共有している。

【評価できると感じられる点】
・所長から職員にセミナーのお知らせを転送する際、受講
推奨の言葉を付けるなどして、研修受講の敷居を下げる努
力を行っている。また、職員が受講するセミナーについて
事前に「研修等受講承認台帳」に記載し、他職員の関心も
高まる仕組みも作っている。このような働きかけの次の段階
としては、職員の情報選択眼を磨き、真の情報収集力を育
成していきたいというところまで考えられているところが評価
できる。
・当施設では、朝礼、部署ごとの会議、全体会議と三種類
の会議体がある。それぞれに役割が違うが、その中で職員
が必要な情報を適切な時に適切な量だけ伝達する力をつ
けていくよう、訓練の場としても活用している。
・職員の満足度が職場のモラール向上につながり、サービ
ス向上に結び付くとの考えの下に、隅々まで視線を届か
せ、多面的に体制を再構築しようとされている点が評価で
きる。

Ⅴ
．
そ
の
他

・町内会やボランティアグループが主催するサロン
活動が地区内に多くあり、これらの支援を積極的に
行っている。特に立ち上げ期にあるサロンについて
は地域交流や生活支援のコーディネーターがミー
ティング等に適宜参加しながら運営支援を行ってい
る。また、サロン利用者からの健康相談などもその場
で適宜対応できるようにしている。
・高低差の大きい地理条件からケアプラザでのイベ
ントに参加が困難なエリアについては、町内会館等
をお借りしての出張講座を実施している。出張講座
は地域の町内会のご支援を得て行うほか、前述のサ
ロン会場などでも行っており、人気企画のリクエスト
などもいただいて適宜実施している。

【評価できると感じられる点】
・中村地区で買い物支援などを行うボランティアグループ
「おもいやり隊」を南区高齢障害支援課と連携して支援して
いる。「おもいやり隊」が実施する買い物支援事業「マママ
ルシェ」をケアプラザの玄関先で定期開催したり、空き家を
活用した拠点づくりでは横浜市の「まち普請事業」の助成
金申請支援や組織化支援を行っている。
・区保健センターの地区担当保健師と連携し、「脳トレ
ウォーキング」事業を近隣の公園で実施している。
・担当エリア内には高齢者サロンが12カ所と大変多く活動
しており、高齢者サロンに職員が積極的に参加し、ケアプ
ラザで行われる活動の紹介や行事の告知、またサロンに集
まる高齢者を対象とした健康相談や出張講座等、ケアプラ
ザとの連携を図っている。
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Ⅰ．利用者サービスの向上
（１）利用者アンケート等の実施・対応
①サービス全体に対する利用者アンケート等を、年1回以上実施しているか？
※アンケートは、市のアンケート様式を使って行うアンケート、または独自作成のアンケートなど。
アンケートでなくても、利用者の声を幅広く聞くことがあれば、実施していると判断する。なお、自主事業に対するアン
ケートとは異なる。ただし、自主事業に対するアンケートの一部で施設全体のサービスについても質問している場合は、
実施していると判断する。
評価機関 チェック
指定管理者 チェック
年１回以上実施している

年１回以上実施している

実施していない

実施していない
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）＞

アンケート
その他

平成30年10月～11月に実施し、包括27件、地域交流・生活支援49件、居宅・介護予防17件の合計93件を回収した。
＜実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
横浜市のアンケート以外にも、居宅介護事業所は独自のアンケートを実施し、サービスの向上に努めている。

②利用者アンケート等の調査結果を分析し課題を抽出しているか？
※利用者アンケート等で挙げられた意見や調査結果の分析から、課題を抽出しているかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
課題を抽出している
課題を抽出している
課題を抽出していない

課題を抽出していない

特に課題がない

特に課題がない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：利用者アンケー振り返りシート
＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？
※利用者アンケート等から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組
を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につない
でいるかどうかを確認する。
※①で実施していない、又は②で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。
評価機関 チェック
指定管理者 チェック
対応策を実施している
対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：利用者アンケー振り返りシート
＜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）＞

④利用者アンケート等の結果及び課題の対応策を公表しているか？
※利用者アンケート等の結果及び取りまとめた改善方法を、1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）
で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示して
いるかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
公表している
公表している
公表していない

公表していない

非該当

非該当
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認：1階の廊下に掲示している。
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（２）意見・苦情の受付・対応
①ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供しているか？
※ポスターの掲示やちらしの配布、ホームページなどでの情報提供について、目視により確認する。なお、指定管理者
名や期間が情報提供されていない場合があれば、一部不備と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
情報提供している
情報提供している
情報提供しているが、一部不備がある

情報提供しているが、一部不備がある

情報提供していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
1階廊下と1階エレベーター前の２カ所に掲示しており、広く周知に努めている。

②利用者が苦情や意見を述べやすいよう、窓口（ご意見箱の設置、ホームページでの受付等）を設置しているか？
※利用者からの苦情や意見を受け付ける窓口を整備しているかどうか目視により確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
設置している
設置している
設置していない

設置していない
評価機関 記述

＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞
1階情報ラウンジに筆記用具とメモと共に「ご意見箱」を設置している。
＜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）＞
利用者説明会やボランティア説明会では、ご意見・ご要望がある場合は「ご意見箱」に入れていただくよう毎回お願いし
ている。
③苦情解決の仕組みがあるか？
※利用者の苦情等に対する受付方法、対応手順、責任者や担当者等が決まっているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
仕組みがある
仕組みがある
仕組みがない

仕組みがない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：法人の苦情解決マニュアル
＜仕組みがない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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④苦情解決の仕組みを利用者等に周知しているか？
※館内掲示やちらしの配布、ホームページの活用等の状況を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
周知している
周知している
周知していない

周知していない
評価機関 記述

＜周知方法を記述して下さい。（100字以内）＞
1階エレベーター前に、「相談及び苦情解決の流れ」が掲示されている。
＜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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
「相談及び苦情解決の流れ」は、イラスト入りで流れが表示されており分かり易い。

⑤利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか？
※利用者から寄せられた苦情等について、その内容を記録に残しているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
記録している
記録している
記録していない

記録していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述
＜記録していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施しているかを確認する。なお、施設だけ
では対応できないものに関しては、市・区等関係機関につないでいるかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
対応策を実施している
対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：苦情相談記録票
＜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）＞
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⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？
※1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を
行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示しているかを確認する。 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
公表している
公表している
公表していない

公表していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長（平成31年3月12日の運営協議会で公表予定）
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（３）公正かつ公平な施設利用
①施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情報を、地域に幅広く提供しているか？
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
報の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。
さい。（50字以内）＞
（400字以内）＞
ヒアリング：所長
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

・施設の利用方法については窓口で「利用案内」を配布す
るほか、登録を希望するグループには適宜オリエンテー
ションを実施してルール等をご理解いただき、スムーズな
利用につなげるとともにケアプラザに対して親しみを持って
いただけるよう心掛けている。
・利用登録団体に年一回、次年度の利用方法の確認や変
更事項のお知らせを目的とした会「和（なご）みの会」を開
催して情報共有に努めている。
・エリア内の町内会、連合町内会の会合や老人クラブ、サ
ロンなどに出向き、「ケアプラザは各種会合での利用が可
能」ということを適宜アピールしている。

＜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）＞
・町内会・連合町内会の会合や老人クラブ、サロンなどに
出向き、ケアプラザの活動内容をアピールしている。
・利用登録団体向けに年1回「和（なご）みの会」を開催し、
貸館の利用方法や変更事項を伝えるとともに、利用団体同
士の交流も図っている。
・廊下には貸館を利用しているサークル団体が、体操系、
趣味系、音楽系などのカテゴリー別に色分けして掲示され
ており、分かり易い。
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②窓口に「利用案内」等を備えているか？
※目視により確認する。
指定管理者 チェック
備えている

評価機関 チェック
備えている

備えていない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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
行っている

行っている
行っていない

行っていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長
＜行っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
・毎月1日に予約を受け付け、希望が重なった場合は話し合いで決めてもらっている。
・2カ月先までの貸館の予約状況が廊下に掲示されており、予約しやすいよう工夫されている。

④人権擁護に関する研修等を、年１回以上、職員に対して実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）
※研修としては市が主催する研修等も含まれる。全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：研修報告書（生活支援CDが受講した「自殺対策『相談実践研修』」を伝達研修にて実施）
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（４）広報・PR活動
①広報紙誌を作成するなど、積極的に広報・ＰＲ活動を実施しているか？
※施設独自の広報紙誌の発行、区や市の広報紙誌への情報提供、ホームページの作成、町内会掲示板等への情報
提供、他公共施設へのパンフレットやちらしの設置などを実施しているかどうかを確認する。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜施設全体及び各事業に関する具体的な広報・ＰＲ活動 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長
・法人ホームページ上にケアプラザのページを設け、基本
情報を掲載している。記載内容は適宜検証し、現場の動向
に即したものに更新している。
・広報紙「和（なご）み」を毎月発行し、ケアプラザで行われ
るイベントや講座等についてお知らせしている。広報紙は
館内で配布されるほか、各町内会での回覧、区役所や近
隣の福祉活動拠点などに配布を依頼している。
・各講座のチラシを作成して来館者がいつでも手に取って
見られるようにしている。また、このチラシは広報紙と一緒
に各町内会他で回覧、配布されている。
・連合町内会、民児協委員の会合や地域内で活動中のサ
ロンに出向き、上記広報紙やチラシ等を使って活動のＰＲ
に努めている。
・エリア内にある他の地域活動拠点（地区センター、どんと
こいみなみ等）とは互いに広報紙やイベントチラシを交換
し、地域情報として配架している。その他、市、区からの依
頼に基づき、適宜配布物の配架を行っている。

＜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）＞
・広報紙は各貸館に掲示されており、広く周知に努めてい
る。
・玄関ロビーの下駄箱や机には、自主事業等のチラシがク
リアケースに入れられ垂直に掲示され見易く、縮小版のチ
ラシも置かれ持ち帰ることができるようになっている。
・エリア内にある他の地域活動拠点と広報紙やイベントチラ
シを交換し、互いに掲示や配架をしている。

（５）職員の接遇
※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。
指定管理者 記述
＜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）＞
・窓口や電話応対については法人の行動指針である「羅
針盤」と独自に定めた「中村地域ケアプラザ職員行動指
針」に示した内容に従って行動するようにしている。
・「中村地域ケアプラザ行動指針」は毎朝の朝礼で唱和し、
日々その内容を確認し、自分の行動に照らして検証できる
ようにしている。
（羅針盤抜粋）
１．あたたかい、心のこもったご挨拶で応対いたします
２．好感のもたれる身だしなみと態度で接します
３．正しい言葉づかいをします
４．誠実な態度で電話応対をします

評価機関 記述
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（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）＞

（行動指針抜粋）
私たちは、会館を訪れるすべての方にごあいさつやお声か
けを励行し、気持ちよくご利用いただけるように心がけま
「中村地域ケアプラザ行動指針」を毎朝朝礼で唱和し、自
す。
らの行動に照らして検証することで、職員のモラルや接遇
・玄関、階段口から入ってこられた方には必ず注目し、ご挨 力のアップを図っている。
拶・お声かけします。
・廊下でご利用者とすれ違う際には、目礼、もしくはお声か
けします。
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（６）利用者サービスに関する分析・対応
※利用実績（施設全体及び各部屋の利用者数とその内訳）及びアンケート、意見・苦情についての分析・対応につい
て資料及びヒアリングにより確認する。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
＜利用者サービス（部屋別・時間帯別の利用実績、アン （200字以内）＞
ケート、意見･苦情等）について、指定管理者としてどのよ
うに分析をしていて、それに対して現状はどのように対応
しているのか、又今後どのように対応していこうと考えてい
るのかを記述して下さい。＞（400字以内）＞

・アンケートの結果からはおおむね好意的な結果が得られ
ているが、これに驕ることなく、ご利用者満足度の向上に努
める。
・夜間、日祝の利用率はやはり低い。今後は利用率の低い
時間帯、場所は「これまでご利用のなかった方々を新たに
呼び込むための時間・空間」と位置づけ、新しい講座、イベ
ントを企画していく。
（今年度～次年度の取り組み例）
お昼の情報ラウンジを「ランチスペース」として少し目隠し
の衝立を設置。（現在実施中）
近隣のカフェのバリスタを招き、夜間に「夕食後のカフェ」
を開催。（現在実施中）
日曜午後に「ウクレレ講座」開催（次年度５月より）
・苦情記録は回覧等で情報共有し、それぞれの部署で再
発防止に取り組んでいる。

＜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）＞

・今年度、情報ラウンジに目隠し用の衝立を立てお昼のラ
ンチスペースを始め、地域の方々から好評を得ている。
・来年度の5月から、日曜日の午後に「ウクレレ教室」を開催
する予定であり、日曜日の稼働率向上に努めている。

（７）利用者サービスの向上全般（その他）
評価機関 記述
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
・情報ラウンジが広く設計されている利点を生かし、コーヒーボランティアによるカフェや、おもいやり隊の「マママル
シェ」を開催し、喫茶と談話を楽しむ場として活用されている。また同日開催することもあり、シナジー効果も働いてい
る。
・情報ラウンジには本棚が設置され自由に本を読むことができ、貸し出しも行っている。
・スリッパには下駄箱と同じ番号が書かれており、探しやすいよう工夫されている。
＜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）＞
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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？
※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常保守管理及び定期点検の実施状況を確
認するため、評価対象期間のうち任意で1カ月分を抽出し、記録が存在するかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
管理している

評価機関 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
管理している

協定書等のとおり管理していない

協定書等のとおり管理していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？
※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常清掃・整理整頓や、定期的な清掃（床掃
除及び窓清掃）を実施しているかどうか記録を確認する。
日常清掃に関しては、チェックリストを用いて記録しているかを確認する（チェックリストでなくとも、実施記録が存在すれ
ば実施していると判断する）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している
実施している
協定書等のとおり実施していない

協定書等のとおり実施していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
日常清掃は詳細な清掃日誌に沿って委託業者により行われており、清掃実施後は所長が確認をしている。
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（２）備品管理業務
①指定管理者所有の備品と区別した、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
評価機関 記述
＜（備品台帳が）ない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②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
評価機関 記述
＜揃っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③利用者が直接使う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？
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
安全性に関わる損傷等がない
安全性に関わる損傷等がない
安全性に関わる損傷等がある

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（３）施設衛生管理業務
①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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：研修報告書（11月に「感染症標準予防策研修」、2月に「感染症対策について」を実施）
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由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）＞
多機能トイレにはノロウィルスの処理キットが置かれており、ノロウィルス研修ではマニュアルをもとに処理キットを使って
実施している。
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
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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
適切に分別している

評価機関 チェック
適切に分別している

適切に分別していない
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）＞
適切に分別していない

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

・施設、設備機器、外構、植栽等の保守管理については委
託業者と契約を結び、基本協定書に示された方法で実施
している。
・また、調理室の清掃やスリッパの洗浄など、登録団体のボ
ランティア活動によって設備、備品の清潔、安心を保つとと
もに、「気持ちよく使うための環境整備を自ら行う」という意
識づけを支援している。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
・毎月の総合設備点検等のほか、所長は出勤日に館内を （200字以内）＞
巡回し、破損、設備機器の不具合、清掃不備等がないこと
を確認している。
利用登録団体のボランティア活動として、外構、植栽等の
手入れや調理室の清掃、スリッパ拭きなどを提示し、活動
に参加してもらっている。

（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）＞
多目的ホールの机や椅子のレイアウトが写真入りで説明されており、使用後元の位置に戻してもらえるよう工夫してい
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）＞
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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？
※緊急時に対応の手順が確認できるものがあれば作成していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成している
作成している
作成していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
交通事故対応フロー図を必ず車の中に入れているなど、すぐに使える仕組みを実践している。

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

協定書等のとおり実施していない

評価対象外施設

評価対象外施設
評価機関 記述
＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞
機械警備
その他（具体的に：
＜協定書等のとおり実施していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

）

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
防犯ボタンを受付カウンターの下に設置し、入り口での防犯体制を確保している。また、館内警備を最終退館者が設置
し忘れたとしても、23時を過ぎて無人にもかかわらず警備が設置されていなければ、警備会社で警備を設置するように
している。
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②鍵を適切に管理しているか？
※鍵の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

適切に管理していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリング後、キーボックスを確認した。
＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（３）事故防止業務
①事故防止のチェックリストやマニュアル類を用い、施設・設備等の安全性やサービス内容等をチェックしているか？
※施設・設備の安全性やサービス内容等のチェックの記録を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
チェックしている
チェックしている
一部チェックに不備がある

一部チェックに不備がある

チェックしていない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②事故防止策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）
※事故防止策について全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。スタッフミーティングの中で、事故防止策
をテーマとして職員同士で勉強会等を行っている例も該当する。
評価機関 チェック
指定管理者 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない
評価機関 記述
＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞
2月6日全体会議にて、個人情報漏洩について取り上げている。その後全職員にもれなく伝わるよう、情報共有を行って
いる。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（４）事故対応業務
①事故対応策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）
※AEDの操作研修をはじめとした体調急変時等の事故対応をテーマとした研修を全ての職員に対して行っているかを
確認する。
なお、研修でなくとも、スタッフミーティングの中で事故対応をテーマとして職員同士で勉強会を行っている例も該当
する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない
評価機関 記述
＜施設にAEDを設置しているかチェックして下さい。＞
設置している
設置していない
＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞
平成30年3月30日 全職員対象の消防訓練を実施している。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
当日参加できなかった職員に対して記録を回覧するとともに、「避難誘導」などの係を持つ職員に対しては、追加伝達と
して30分ほど当日の動きを実際にシュミレートして伝えている。

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
体制を確保していない

体制を確保していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリング後、連絡網を確認した。
＜体制を確保していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
連絡網を職員の安全安心を確保するためにも活用している。一例として、職員に何かあった場合の緊急連絡先をヒアリ
ングし、職員だけが分かるところに保管している。
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（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。
※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。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
評価対象施設であり、作成している
評価対象施設であり、作成している
評価対象施設だが、作成していない

評価対象施設だが、作成していない

評価対象外施設である

評価対象外施設である
評価機関 記述
＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
クリアケースに福祉避難所設置マニュアルを区支給の優先携帯電話とともに入れ、災害時にはすぐに手に取れるように
工夫されている。

（６）緊急時対応全般（その他）
評価機関 記述
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
利用者の安全確保のみならず、当施設は職員の安全にも目を向け、安心して働ける環境を目指している。職員の安全
確保が安心して働ける環境につながり、職員のモラール向上を促進する。それが最終的な利用者へのサービス向上に
なるとの俯瞰的視野から、全体的仕組みを構築しようとしている姿勢が評価できる。
＜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）＞
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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る
協定書等の職員体制をとっている
協定書等の職員体制をとっていない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②協定書等のとおりに開館しているか？
※記録により確認する。業務日誌等に記載している開館時間・閉館時間を確認すること。なお、基本時間外の開館を横
浜市に提案している場合は、そのとおり実行されているかどうかについても漏らさず確認する。
※指定管理者の責に拠らない場合の休館に関しては評価対象とせず、協定書等のとおり開館していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

③事業計画書・事業報告書を公表しているか？
※館内で公表しているかどうかを確認する。希望者のみに閲覧させている場合、事業計画書や事業報告書を閲覧でき
る旨をポスター等で周知していれば、公表していると判断する。
※ホームページでも公表している場合は、評価できると感じられる点として記載する。
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

公表している
公表していない

公表している
公表していない
評価機関 記述

＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞
受付にファイルを設置し、自由に閲覧できるようになっている。
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組
①職員の研修計画を作成しているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）
※各業務の必要性に応じた研修計画（施設自身で実施する研修、外部研修、仕事を通じた研修等）を作成しているか
を確認する。研修計画に最低限記載すべき項目は、ⅰ)研修対象者（職種・経験年数等）、ⅱ）実施目的、ⅲ）実施時
期、ⅳ）研修内容。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成しており不備がない
作成しており不備がない
作成しているが不備がある

作成しているが不備がある

作成していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

②職員に研修を行っているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）
※全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。
指定管理者 チェック
全ての職員に実施している

評価機関 チェック
全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

研修を実施していない
評価機関 記述
＜確認手段（資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（５0字以内）＞
所長へのヒアリング後、研修報告書を確認した。
＜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）＞
11月10日感染症標準予防対策研修を伝達研修も活用しながら、全職員対象に行っていることを確認した。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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③職員が研修に参加しやすい環境を整えているか？（常勤、非常勤に関わらず）
※研修費用の支援（一部・全額負担等）、研修受講を勤務時間として認知、各種研修情報の周知を行っている等、意
欲のある職員が研修や勉強会に参加しやすい環境を整えているかを確認する。
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリングで確認した。
＜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）＞
・業務に関連性の高い研修については、交通費も含め原
則法人負担としている。
・関連性は高くないが職員が業務遂行上受講が望ましいと
考える研修は、所長と相談の上、業務時間内の参加も可と
している。
・自治体からの研修情報に加え、市社協、区社協からの研
修情報は常にメール転送等の方法で共有し、場合によっ
ては所長から受講推奨や受講指示を添えて周知を図って
いる。
・他の職員が受講する外部の研修については事前に「研
修等受講承認台帳」に記載することで他の職員にも情報を
共有し、業務上必要な職員、または興味ある職員が追加申
込み等できるようにしている。

＜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）＞
所長から職員にセミナーのお知らせを転送する際、受講推
奨の言葉を付けるなどして、研修受講の敷居を下げる努力
を行っている。また、職員が受講するセミナーについて事
前に「研修等受講承認台帳」に記載し、他職員の関心も高
まる仕組みも作っている。このような働きかけの次の段階と
しては、職員の情報選択眼を磨き、真の情報収集力を育
成していきたいというところまで考えられているところが評価
できる。

④各職員が研修計画に沿って受講した研修の後、研修内容を共有しているか？
※各職員が研修で得た知識や情報等について、職員間で回覧や会議で報告する等の情報共有をしているかを確認す
る。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
情報共有している
情報共有している
情報共有していない

情報共有していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリングと研修報告書で確認した。
＜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）＞
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⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等を作成し、活用しているか？
※マニュアルは冊子化されていなくても、対応方法・手順が記されたものであれば作成していると判断する。
※活用については、実際に活用しているかどうかをヒアリングにより確認する（新品の使われていないマニュアルが用意
されているだけでは該当しない）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成し、活用している
作成し、活用している
作成しているが、活用していない

作成しているが、活用していない

作成していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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？
評価機関 記述

指定管理者 記述

＜その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みに ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリングで確認した。
＜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）＞

・朝礼では部署ごとに当日の活動予定、周知事項等のほ
か、個別の外出予定などを共有している。
・職員が参加する外部研修については事前に他の職員へ
も情報共有を行い、業務上関連する職員の追加参加を可
としている。また、個々の職員が興味ある内容については
事後の報告書等を用いた伝達講習も可としている。
・会議は部署ごと（居宅、通所、包括、地域交流）のほか、５
職種会議（包括３職種、地域交流Ｃｏ．生活支援Ｃｏ．）、全 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
体会議（５職種、居宅管理者、通所管理者）で実施。所長 （200字以内）＞
は各会議に参加し、主に他部署の情報共有や全体で取り
組むべき事案の共有を負っている。
当施設では、朝礼、部署ごとの会議、全体会議と三種類の
会議体がある。それぞれに役割が違うが、その中で職員が
必要な情報を適切な時に適切な量だけ伝達する力をつけ
ていくよう、訓練の場としても活用している。
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（３）個人情報保護・守秘義務
①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等を整備しているか？
※個人情報保護のための具体的な取扱方法や留意事項を記載したマニュアル等を整備しているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
整備している
整備している
整備していない
評価機関 記述
＜整備していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
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）＞

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
明確化し、周知している

評価機関 チェック
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

明確化していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない

研修を実施していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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④個人情報の取扱いについて、個別に誓約書を取っているか？(常勤・非常勤に関わらず）
※非常勤も含むすべての職員の分があるかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員から取っている
全ての職員から取っている
一部の職員から取っていない

一部の職員から取っていない

取っていない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

⑤個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な手段で収集しているか？
※使用目的が明示されており、かつ、収集した個人情報の使用目的が明確に説明できることがヒアリングにより確認で
きた場合に、適切に収集していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に収集している
適切に収集している
適切に収集していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？
※個人情報を収集する際に、目的外に使用しないことが明記されており、かつ、収集した個人情報を目的以外に使用
していないことがヒアリングで確認できた場合に、適切に使用していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に使用している
適切に使用している
適切に使用していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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⑦個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために適切な措置を講じてい
るか？
※個人情報を適正に管理するため、離席時のコンピュータのロック、コンピュータや個人情報の含まれた書類等の施錠
保管、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
適切な措置を講じている

評価機関 チェック
適切な措置を講じている

一部適切な措置を講じていない

一部適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリング後、個人情報保管状態をPCと紙媒体保管キャビネットで確認した。
＜一部適切な措置を講じていない、又は適切な措置を講じていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200
字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

（４）経理業務
①適切な経理書類を作成しているか？
※出納帳等の帳簿において、指定管理料、利用料金、自主事業における実費収入等明確にしているかを確認する。
指定管理者 チェック
適切に作成している

評価機関 チェック
適切に作成している

一部適切ではない書類がある

一部適切ではない書類がある

適切に作成していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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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
役割分担を明確にしている
役割分担を明確にしている
その他けん制機能を設けている
（具体的に：

その他けん制機能を設けている

）

仕組みを設けていない

仕組みを設けていない
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）＞
所長と経理担当者のヒアリングで確認した。
＜仕組みを設けていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
1回の出金に対し、当施設内で3回、本部で2回のチェックを行う他、本部が契約している監査法人がランダムに現場訪
問し、独自のチェックを行っている。また本部でのチェックでは、経理部内で担当外の施設のチェックを必ず行うなど、
「目の慣れ」によるチェック漏れを防ぐ体制をひいている。

③当該施設に係る経理と団体のその他の経理を明確に区分しているか？
指定管理者 チェック
明確に区分している

評価機関 チェック
明確に区分している

明確に区分していない

明確に区分していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：法人の各事業所の資金収支計算書（平成31年1月）
＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

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

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

適切に管理していない
評価機関 記述
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
所長と経理担当者のヒアリングで確認した。
＜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）＞

⑥経費削減に向けての取組みを行っているか？
指定管理者 記述

評価機関 記述

＜経費節減に向けての取組みについて記述して下さい。 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリングで確認した。
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

・日常的に使用するＯＡ用紙や衛生用品（トイレットペー
パー、液体せっけんなど）については、法人全体で契約し
割引の得られる通販系業者から購入している。
・さらに、上記事業者を下回る価格を提示している地元事
業者からの購入も併せ、消耗品購入価格を抑えている。
・使用していない部屋の電灯や空調はこまめに切るなど、
節電に努めている。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
・長期間にわたって一定量を消費する物品についてもまと （200字以内）＞
め買いを避け最安値提示業者から定期的に購入すること
で在庫リスクを軽減している。
常に価格の見直しを心掛けている。新年度で館内整備(日
常清掃)業者が変更となるが、その際も低価格、サービス充
実を実現してくれる業者を選択した。
また、利用者にも節電について協力をお願いしている。呼
びかける方法として施設利用説明会、チラシなどを利用し
ている。
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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
全て反映されている

評価機関 チェック
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）＞

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）＞
所長へのヒアリング後、事業実績評価シートで確認した。
＜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）＞
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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）＞
所長へのヒアリングで確認した。
＜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）＞

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
＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
周知・共有について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
所長へのヒアリングで確認した。
＜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）＞

・法人の経営指針、事業所の運営指針は年２回行われる
ミーティングで発表され、周知される。
・年２回、事業所方針に基づく個別の業務計画、目標を立
てている。また、これに基づき上期、下期の振り返りを所長
との面接で行い、目標の修正、発展等を設定している。
・上記目標については上期、下期の始めに部署内で共有 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
し、互いの目標設定に理解、協力できるようにしている。
法人の経営方針に基づき、事業所の運営指針が決定さ
れ、周知される。それに基づき、各職員が個人の目標設定
を行うが、非常勤職員やサブコーディネーターなどは、職
務上の意欲的な新しい取り組みを設定することが難しい。
それを解消するため、新しいプロジェクトを立ち上げる時に
は、彼らを組み入れて、目標設定にフレッシュさを付加する
よう努力している。

（６）組織運営及び体制全般（その他）
評価機関 記述
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
職員の満足度が職場のモラール向上につながり、サービス向上に結び付くとの考えの下に、隅々まで視線を届かせ、
多面的に体制を再構築しようとされている点が評価できる。
＜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）＞
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Ⅴ．その他
指定管理者 記述

評価機関 記述

＜①市・区の施策としての事業協力の取組について記述 ＜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）＞
して下さい。（400字以内）＞
ヒアリング：所長
・中村地区で買い物支援などを行うボランティアグループ
「おもいやり隊」を南区高齢障害支援課と連携して支援して
いる。買い物支援事業「ママ マルシェ」については、区と相
談の上、ケアプラザの玄関先での定期開催を可としてい
る。また同日に認知症カフェなどを開催することで双方の
集客増を図っている。
・おもいやり隊はＮＰＯ法人格取得と空き家を活用した拠点
づくりを計画しており、。特に拠点づくりでは横浜市都市整
備局の支援を受け、市の「まち普請事業」にエントリーし５０
０万円の助成金を獲得している。この法人化、拠点づくりで
は組織化や収支計画策定についてアドバイスし、プレゼン
テーション資料の作成を支援するなど、生活支援Ｃｏ．が二
人三脚で進めてきている。
・区保健センターの地区担当保健師と連携し「脳トレウォー
キング」事業を開始。近隣の公園を会場として実施してい
る。

＜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）＞
・中村地区で買い物支援などを行うボランティアグループ
「おもいやり隊」を南区高齢障害支援課と連携して支援して
いる。「おもいやり隊」が実施する買い物支援事業「マママ
ルシェ」をケアプラザの玄関先で定期開催したり、空き家を
活用した拠点づくりでは横浜市の「まち普請事業」の助成
金申請支援や組織化支援を行っている。
・区保健センターの地区担当保健師と連携し、「脳トレ
ウォーキング」事業を近隣の公園で実施している。

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
内）＞
さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

担当エリア内には高齢者サロンが12カ所と大変多く活動し
ており、高齢者サロンに職員が積極的に参加し、ケアプラ
・高齢者のサロン活動が活発な地域という特色から、地域 ザで行われる活動の紹介や行事の告知、またサロンに集ま
のサロン活動には頻繁に包括、地域交流、生活支援の職 る高齢者を対象とした健康相談や出張講座等、ケアプラザ
員が参加している。ケアプラザで行われる活動の紹介や行 との連携を図っている。
事の告知、またサロンに集まる高齢者を対象とした健康相
談や出張講座等、ケアプラザとの連携を図っている。また、
サロンが実施するイベントも地域行事の一つと考え、新年 ＜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）＞
賀詞交歓会や花見等にも参加している。
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