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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

定期的にアンケートを実施し、地域利用者の意向
を確認しています。また、地域とはさまざまな行事を
介して交流を深めています。さらに地域の各町内
会とは行事の周知等を図るため、広報活動で連携
を図っています。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

アンケートの実施、地域連絡会での要望等確認、
意見箱等からの要望確認等日々利用者からの要
望、意見等を確認しています。また快適な施設利
用が行えるよう日々清掃、安全点検を行っていま
す。また、職員、スタッフの資質向上を図るため接
遇をはじめとした各種研修を実施しています。以上
のように日々利用者のサービス向上に向けて努力
しています。

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

横浜市の担当部署が定期的に施設や設備等につ
いての整備を行っています。また、当協会でも緊急
時の施設・整備小規模修繕を行っています。

評価結果の総括

評価機関　記述（400字以内）

【評価できると感じられる点】
(1)地域及び地域住民との情報交換
・多様な立場のログハウス地域連絡会構成員と様々な情
報交換をしている。
・公園愛護会の理解と協力を得て、こどもサッカー祭りを
毎年開催している。
・近隣交番に定期的に巡回してもらい、早期に不審者情
報を得るなどして安全に遊べる環境を提供している。
(2)地域連絡会
　参加者からの提案を受け、正月イベントに昔の遊びを取
り入れたり、日ごろの遊びの中で、けん玉、お手玉を貸し
出すなど、課題を迅速に検討し対応している。
(3)その他
　来館する子どもについて必要に応じて学校と情報交換
する、中学校の吹奏楽部がイベントで演奏するなど、近隣
の学校と積極的に連携している。隣接する西竹之丸自治
会集会所や横浜訓盲学院とは日ごろから協力し合う関係
がある。音が出るイベントは、事前に周辺住民に知らせる
など、地域との良好な関係構築に努めている。

【評価できると感じられる点】
(2)意見・苦情の受付・対応
・日ごろの利用者とのコミュニケーションを大切にして、意
見や要望を積極的に把握するように努めている。
・子どもから意見箱に寄せられた多様な要望に対しても丁
寧に回答している。
(3)公正かつ公平な施設利用
・英語版のパンフレットを備えている。
・運営法人共通の人権研修に加え、スタッフミーティング
の際に、その時々の人権にかかわる話題を取り上げて学
んでいる。
(4)自主事業
　職員のアイディアと工夫により、季節感や手作りの温か
みが感じられるイベントを実施している。
(6)広報・PR活動
　オークロッジだよりを年2回、約400部発行し、小中学校、
区民利用施設等に配布し、地域に回覧している。イベント
チラシは町内に掲示してもらっている。
<参考意見>
　ホームページでチラシやオークロッジだよりが閲覧できる
ようになると利用者の利便性がより高まる。

※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。

【評価できると感じられる点】
(1)協定書等に基づく業務の遂行
　毎月の委託業者による定期清掃後にも、職員が作業確
認書、定期清掃チェック表を用いて作業結果を確認して
いる。
(3)施設衛生管理業務
　ルート回収カレンダー、分別一覧表を掲示し、種類ごと
にゴミ容器を分け、適切にゴミの分別・保管をしている。再
利用可能な封筒や紙袋を分別して活用するなど省資源に
努めている。
(4)利用者視点での維持管理
　チェックシートを用いて、毎日、点検と清掃が実施されて
おり、館内は隅々まで清掃・整理整頓が行き届き清潔感
がある。花壇など屋外の整備にも目が行き届いている。コ
ンセントにカバーをかけるなど、子どもの安全を考えた細
やかな配慮が見られる。
(5)その他
　男女いずれのトイレにもベビーキープ、手すりが設置さ
れており、多様な利用者への配慮が感じられる。
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指定管理者　記述（400字以内）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

当館では、職員・スタッフによる人為的ミスを起こさ
ないよう日々努めています。しかし、不特定多数で
年齢的にも幼児から中学生の利用者が主なため、
時に些細な事故が起きます。起きた場合には、マ
ニュアルに沿った速やかな事故対応を行い併せて
再発防止を図るため、今後の防止策等の検討を行
います。一方、毎年当協会が実施する救急法の研
修を全員参加で行っています。

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

指定管理者は一般社団法人中区民活動支援協会
であり、スタッフは常時２名を配置しています。繁忙
期などはスタッフを増員して対応しています。なお、
職員（館長及び主任）は近郊の老人福祉センター
横浜市麦田清風荘を兼務していますが、スタッフと
は随時連絡を取り合い、支障がないように努めてい
ます。

Ⅵ
．
そ
の
他

評価機関　記述（400字以内）

【評価できると感じられる点】
(1)業務の体制
　必要時には館長が兼務する横浜市麦田清風荘と協力
できる体制がある。イベント時には通常の2名体制より職員
を増員して見守りを強化している。
(2)職員の資質向上・情報共有を図るための取組
　運営法人共通の研修のほかログハウスでも研修を実施
している。新人職員には他館の運営を知る研修の機会が
ある。
(3)個人情報保護・守秘義務
　未就学児と保護者の個人情報は収集していない。小中
学生には、受付表に名前、電話番号、学校名、学年を書
いてもらっているが、事故・災害・忘れ物対応以外の目的
には使わず、取得・廃棄数を業務日誌に記録し適正に管
理している。
(4)経理業務
　職員による、手作りおもちゃの制作、本の修繕、簡易な
不具合箇所の修理の実施などにより、できる限り経費節減
をしている。古タオルや封筒の再活用、節電など省資源、
省エネルギーに努めている。

【評価できると感じられる点】
・オークロッジは高台の公園に立地し、地域のシンボル的
な存在として親しまれており、多くの区民が訪れ、来館者
同士の新たな交流が生まれる場となっている。学校等の
団体利用が好評で平日の利用者数が増加している。
・多文化共生のまちとして外国人住民の多い地域性に留
意し、英語版のパンフレットを備え、職員は簡単な英語で
の対応もしている。
・「笑顔、親切、安全」をモットーに職員は笑顔で利用者に
接し、利用者の年齢に即した話し方で、遊び方や注意事
項などを丁寧に伝えている。職員同士て的確に役割を分
担し、常に安全を第一に意識して、利用者に対する冷静
な目配りと迅速な対応ができている。
・築後約25年経過に伴う老朽化や夏季の異常な高温、ス
マートフォン普及による子どもの遊びや生活の変化など、
開館当時とは大きく異なる現状や新しい課題を的確に把
握し、行政とも協力しながら適切な運営を行っている。

【評価できると感じられる点】
(2)防犯業務
　職員はホイッスルを携帯し、2人体制で全体監視と部分
対応を分担している。緊急時に即時に外部に通報できる
警報装置を設置している。
(3)事故防止業務
　遊具の使い方や禁止事項等をイラスト入りで掲示し、注
意喚起している。英語でも表記をしている。
(5)遊具の安全点検
　毎朝、職員による建物・遊具の点検をするほか、毎月１
回詳細な遊具点検を実施している。ねじのゆるみや突起
等、簡易な不具合は職員で補修している。
(7)その他
　危険な行為は親や引率者であっても厳しく注意してい
る。幼児の利用時には保護者に見守りの徹底を依頼して
いる。
　夏季に30度以上になった時は、2階、3階、地下を使用
禁止とし、玄関で水分補給するよう案内している。
<参考意見>
　隣接するグラウンドや公園の利用者の来館もあるので、
館内にAEDを設置してはどうか。
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①地域住民や利用者の生の声を運営に取り入れ、また、運営内容を利用者に理解してもらうため、こどもログハウス
委員会を開催しているか？

ヒアリング

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

・地域連絡会の構成員の立場が多様であるため、開催時
に様々な情報交換ができる。
・公園愛護会の理解と協力を得て、グランドの優先利用を
させてもらい継続してこどもサッカー祭りを開催している。
・近隣交番に定期的な巡回を依頼し早期に不審者情報を
得るなど、子供が安心安全に遊べる環境を提供している。
・民生児童委員を務める職員が中区子育てネットワーク連
絡会に参加して情報交換をしている。

近隣町内会、小・中学校と連携し、当館の事業の周知を
図り実効性を高めています。また、小・中学校や地元警察
と連携し、当館利用者の大多数を占める幼児・児童等の
安全の確保に努めています。また、近隣の幼稚園・保育
園等の見学、利用などの希望に対応しています。

　　　開催している

①関係機関・施設とどのような情報交換・連携を行っているか？

評価機関　記述

＜開催していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

Ⅰ．地域及び地域住民との連携

（１）地域及び地域住民との情報交換

＜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）＞

※議事録により確認する。

※区内のどのような関係機関・施設と連携し、どの程度の頻度で、どのような情報交換を行い、施設の運営改善に結
び付けているのかを確認する。

＜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）＞

評価機関　チェック

（２）こどもログハウス委員会

指定管理者　チェック

地域連絡会は、地域の自治会・町内会役員、子ども会会長、地区スポーツ推進委員協議会会長、公園愛護会会長、
近隣学校長、利用者代表など多様な関係者で構成され、ログハウスからも、館長、主任のほか職員2名が参加し、多
角的な視点から課題を検討できる体制がある。

　　　開催していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　開催していない

　　　開催している

評価機関　記述
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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

　　　課題を抽出していない

※こどもログハウス委員会で挙げられた意見等の中から課題を抽出しているかを確認する。
※①で開催していないにチェックした場合は、非該当と判断する。

指定管理者　チェック

来館する子どもについて必要に応じて学校と情報交換する、中学校の吹奏楽部がイベントで演奏してくれるなど、近
隣の学校と積極的に連携をしている。隣接する西竹之丸自治会集会所をイベント時に利用させてもらう、横浜訓盲学
院の駐車場を借りるなど、日ごろから様々な協力関係がある。音が出るイベントの開催時には、事前に周辺住民にポ
スティングで知らせるなどして、地域との良好な関係を構築している。

評価機関　記述

　　　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）＞
ヒアリング、スタッフミーティング議事録、事業報告書

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　対応策を実施していない

※こどもログハウス委員会から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた
取組を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切に
つないでいるかどうかを確認する。
※①で開催していない、又は②で特に課題がないにチェックした場合は、非該当と判断する。

　　　特に課題がない 　　　特に課題がない

　　　非該当

　　　課題を抽出している

＜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）＞

評価機関　チェック

　　　対応策を実施している

指定管理者　チェック

評価機関　記述

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

　　　課題を抽出している

　　　課題を抽出していない

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

　　　対応策を実施していない

　　　非該当

評価機関　チェック

③こどもログハウス委員会から抽出した課題への対応策を講じているか？

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

　　　非該当

参加者から、自主事業の内容について「昔の遊びを取り入れたらどうか」との提案を受け、スタッフミーティングで話し
合い、正月イベントで福笑いやけん玉遊びなどを取り入れるとともに、日ごろの遊びの中でも、けん玉、お手玉を貸し
出すようにするなど、課題を迅速に検討し対応している。

評価機関　記述

（３）地域及び地域住民との連携全般（その他）

　　　対応策を実施している

②こどもログハウス委員会からサービスに係る課題を抽出しているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜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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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。

＜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。

　　　特に課題がない

評価機関　記述

評価機関　チェック

指定管理者　チェック

評価機関　記述

（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？

　　　年１回以上実施している

　　　非該当

ヒアリング、オークロッジだより、スタッフミーティング議事録

＜評価で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

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

＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

毎年、11月～1月ころに大人30名、子ども30名を対象に受付窓口でアンケート用紙を配付して記入してもらい、退館
時に回収している。

Ⅱ．利用者サービスの向上

　　　非該当

　　　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

アンケートは、受付窓口で配布・回収しているため、ほぼ100％回収できている。

　　　課題を抽出している

指定管理者　チェック

＜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）＞

　　　年１回以上実施している

＜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）＞

　　　実施していない

評価機関　チェック

　　　特に課題がない

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

　　　対応策を実施している

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。

評価機関　記述

指定管理者　チェック

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

ヒアリング、オークロッジだより、スタッフミーティング議事録

　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

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

※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。

　　　公表していない 　　　公表していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

アンケート結果については、スタッフミーティングで検討し、利用者の認知度が低かった利用時の注意事項について、
オークロッジだよりや掲示物、口頭で再度説明し、理解と協力を呼びかけるなどの対応策を実施している。

＜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）＞

＜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）＞

評価機関　記述

　　　非該当

オークロッジだより
＜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）＞
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　　　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

＜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）＞

・意見箱投函用紙には、住所や名前を記入した場合、個人情報を守る旨を明記している。
・職員は、日ごろの利用者との触れ合いやコミュニケーションを大切にして、利用時のかかわりの中からも意見や要望
を積極的に把握するように努めている。

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

ヒアリング、「意見・苦情の取扱いについて」
＜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）＞

評価機関　記述

（２）意見・苦情の受付・対応

　　　情報提供しているが、一部不備がある

　　　情報提供していない 　　　情報提供していない

指定管理者　チェック 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？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
※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。

受付脇に、記入用紙を入れたボックスとともに、「みなさまのお声をお寄せください」と明記して意見箱を設置してい
る。

　　　情報提供している 　　　情報提供している

　　　設置している 　　　設置している

＜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）＞

※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。

　　　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）＞

＜設置内容を記述して下さい。（100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？

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）＞

　　　設置していない 　　　設置していない
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ヒアリング、スタッフミーティング議事録
＜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）＞

意見箱には、子ども達からも、図書や玩具、イベント、荷物の置場、開館時間などについて、多様な要望が寄せられて
おり、それらに対して丁寧に、検討結果を回答している。

　　　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）＞

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

　　　苦情等が寄せられていない

評価機関　記述

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

※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

　　　周知していない

評価機関　記述

評価機関　チェック

　　　周知していない

　　　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

　　　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・要望等が寄せられた日の業務日誌に、その内容を記録して速やかに職員間で共有している。内容によっては、
すぐ館長に報告し、相談の上速やかに対応している。

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜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）＞

　　　記録している

＜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）＞

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

　　　周知している 　　　周知している

＜周知方法を記述して下さい。（100字以内）＞

館内掲示
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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）＞

当館の玄関入口脇にコーナーを設け、各種資料とともに
施設案内を行っています。またホームページにも掲載し周
知を図っています。

（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？

館内掲示
＜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）＞

ヒアリング、ホームページ、パンフレット、オークロッジだよ
り、イベントチラシ

＜評価で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）＞

　　　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？

評価機関　記述

※1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を
行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示しているかを確認する。 こどもログハウス委員会等で公表
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

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

　　　苦情等が寄せられていない 　　　苦情等が寄せられていない

　　　公表していない

＜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）＞

意見箱に投函された要望等への回答は、見やすい場所にある入り口脇の掲示板に掲示している。

＜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）＞
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運営法人共通の研修のほか、休館日に実施するスタッフミーティングの際に、その時々で注目されている人権にかか
わる話題を取り上げ、館長から職員に周知し、人権について学び、考える時間を設けている。

　　　備えている

指定管理者　チェック

評価機関　記述

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

中区が掲げる多文化共生推進の方針に沿って、外国人居住者の多い地域性に配慮し、日本語を母国語としない利
用者にも、施設を安心して利用してもらえるよう、英語版のパンフレットを備えている。

　　　備えていない 　　　備えていない

※目視により確認する。

　　　行っている

　　　研修を実施していない　　　研修を実施していない

ヒアリング、イベントチラシ

＜評価で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）＞

評価機関　チェック

＜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？

　　　備えている

＜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）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　行っていない

　　　行っている

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

　　　行っていない

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 　　　全ての職員に実施している

公園のグランドを借りて行う、こどもサッカー祭り及び団体利用について事前受付をする以外は、すべて当日の先着
順としている。

＜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）＞
ヒアリング、スタッフミーティング議事録
＜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)＞

評価機関　記述
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①蔵書数を把握する等、適切に管理しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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

　　　適切に実施していない

（４）自主事業

②事業計画書等のとおり、事業を実施しているか？

　　　適切に実施していない

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）＞
・全職員でアイディアを出し合って企画し、ゲームで使う物などを協力して作成し、季節感や手作りの温かみが感じら
れるイベントを実施している。毎年継続しているイベントでも制作物を変えるなどして変化を持たせている。クリスマスツ
リーの飾りつけの一部を子どもに手伝ってもらうなど子どもの力を活かす取組をしている。
・夏休みの物づくりイベントでは中区から間伐材を提供してもらい、市の緑アップ計画の周知に協力している。

　　　実施していない

・スペースは限られているものの、約500冊の蔵書があり、対象者別に分類してシールを貼るなど、利用者にわかりや
すく整理して置かれている。利用者の希望も考慮し、予算執行の状況に合わせ、適宜新書を購入して蔵書の充実を
図っている。新規購入図書については、表紙のカラーコピーを掲示して案内するなど工夫している。
・図書のほか、紙芝居も貸し出している。

①幼児から小学生が楽しめるよう、学校の長期休暇や季節の行事を考慮して適切に自主事業を行っているか？

（５）図書の管理

　　　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

　　　実施している 　　　実施している

　　　実施していない

　　　適切に管理していない

＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング、イベントチラシ、オークロッジだより、平成28年度及び平成29年度事業計画書、事業報告書
＜適切に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）＞

　　　適切に実施している 　　　適切に実施している

評価機関　記述
＜実施していない場合は、実施されていない内容と理由を記述して下さい。
　　また、計画を変更している場合は、その変更内容と変更した理由を記述して下さい。（200字以内）＞

評価機関　チェック

　　　適切に管理している

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）＞
書籍台帳、本貸し出しノート

　　　評価対象外施設

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に管理している

＜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）＞

　　　評価対象外施設

評価機関　記述

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

年1回当協会主催の接遇研修を実施して、職員・スタッフ
の質の資質の向上に努めています。また、当館を利用す
る対象が幼児から中学生になっていますので、館内の案
内はわかりやすい言葉で表記しています。

＜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）＞

＜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）＞

＜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）＞

（６）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
について記述して下さい。（400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）＞

・ログハウススタッフマニュアルが整備され、各時間帯の仕
事内容、スタッフ心得が定められ、先輩職員から実務を通
じて、業務手順等が伝達・指導されている。
・「笑顔、親切、安全」をモットーに職員は常に笑顔で真摯
に利用者に対応している。利用者の年齢に即した話し方
で、安全に遊ぶための注意事項を伝えている。
・注意を促す掲示物は、子どもに呼びかけるような言葉遣
いで書かれており、子どもの目線での配慮が感じられる。

当館の広報紙「オークロッジ便り」を春・秋に発行し、館内
に掲示しホームページにも掲載するほか、近隣町内会等
に配布し各家庭等に回覧による周知を図っていただいて
います。

ヒアリング、オークロッジだより、イベントチラシ、業務マニュ
アル

・オークロッジだよりを年2回、約400部発行し、小中学校、
区民利用施設等に配布し、地域に回覧している。今後の
予定のほか実施したイベントの報告も掲載している。
・イベントの規模等に合わせた周知方法のマニュアルがあ
る。イベント開催時には館長から連合町内会会長に、チラ
シの回覧や町内掲示板への掲示を依頼して、積極的に地
域に広報をしている。大型イベント開催時には市の広報
紙やタウン誌にも掲載してもらっている。

＜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）＞

※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。

（７）職員の接遇

指定管理者　記述 評価機関　記述
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年１回利用者にアンケートを実施しています。このアン
ケートを基に職員・スタッフで討議し、改善できる課題につ
いては早期に対応しています。施設全体に関わる大きな
課題については行政側に要望を伝えています。

＜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）＞

・小学校等の団体利用が好評で利用が拡大している。平
日の利用促進のため、幼児親子のミニサロンの実施を検
討している。
・利用時の様子やカタログの情報などを参考にして、人気
の玩具を購入している。
・日本語を母国語としない利用者に配慮し、英語版のパン
フレットを備え、英語での掲示もしている。

（８）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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
・その時々の状況に応じて職員同士で的確に役割を分担し、常に安全を意識して、利用者に対する冷静な目配りと
迅速な対応ができている。
・静かに過ごすスペースには、ペットボトルや牛乳パック、段ボールなどの身辺素材を活用した職員による手作り玩具
が置かれ、好評を得ている。

＜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）＞

ホームページでの自主事業の案内は、区のホームページにリンクして検索する仕組みとなっていますが、ログハウス
のホームページで直接チラシやオークロッジだよりなどが閲覧できると、利用者の利便性がより高まると考えます。

（９）利用者サービスの向上全般（その他）

評価機関　記述

※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。
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　　　協定書等のとおり管理していない

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

　　　協定書等のとおり管理していない

①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※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）。

　　　協定書等のとおり実施していない

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　管理している

Ⅲ．施設・設備の維持管理

（１）協定書等に基づく業務の遂行

※協定書等（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。

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）＞

＜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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

掃除のやり方マニュアルがあり、決められた手順で清掃が実施されている。毎月の委託業者による定期清掃後にも、
職員が作業確認書、定期清掃チェック表を用いて作業結果を確認している。

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

評価機関　記述
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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。

　　　ある 　　　ある

（２）備品管理業務

②こどもログハウス（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？

＜評価で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指定管理者所有の備品と区別した、こどもログハウス（市所有）の備品台帳があるか？

評価機関　チェック指定管理者　チェック

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）＞

評価機関　チェック

　　　揃っている 　　　揃っている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

＜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）＞

　　　ない

　　　揃っていない

③利用者が直接使うこどもログハウス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）＞

　　　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

　　　揃っていない

指定管理者　チェック

評価機関　記述

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

評価機関　チェック

　　　安全性に関わる損傷等がある

　　　ない
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（３）施設衛生管理業務

①ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？

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

指定管理者　チェック

　　　適切に管理していない

　　　適切に分別していない 　　　適切に分別していない

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

評価機関　チェック

　　　適切に管理している

　　　適切に管理していない

　　　適切に管理している

　　　適切に分別している

＜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）＞

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）＞

＜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）＞

・事務スペースに、ルート回収カレンダー、分別一覧表を掲示し、種類ごとにゴミ容器を分け、適切にゴミの収集・分
別・管理をしている。
・封筒や紙袋を分別して可能なものは再利用するなど省資源への努力が見られる。

　　　適切に分別している

②本市の分別ルールに沿って適切に分別を行っているか？

※ゴミ容器等により確認する。

指定管理者　チェック

評価機関　記述
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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。

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

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

（４）利用者視点での維持管理

①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？

指定管理者　記述 評価機関　記述

＜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）＞

・チェックシートを用いて、毎日、もれなく点検と清掃が実
施されており、館内はいずれも清掃、整理整頓が行き届き
清潔感がある。
・入口前の花壇には、入らないよう促す注意書きが、わか
りやすい言葉で掲示され、花壇の上にテープを張るなど
屋外の整備にも目が行き届いている。
・コンセントにカバーをかけ、子どもが触れてけがをしない
ように配慮している。

（５）施設・設備の維持管理全般（その他）

毎日、開館前に利用者が快適に過ごせるように、スタッフ
がトイレ・玄関・フロアー等の清掃を行っています。さらに、
各遊具の安全点検を目視で行っています。かつ毎月１回
チェックリストにより自主点検を行っています。なお、施設
の外回りについても毎日巡回し安全確認を行っていま
す。

ヒアリング、現場確認、日常点検チェックシート、閉館時
チェック表

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）＞

・男女いずれのトイレにもベビーキープ、手すりが設置されており、多様な利用者への配慮が感じられる。

＜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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　　　作成している

　　　作成していない

Ⅳ．緊急時対応

（１）緊急時対応の仕組み整備

①緊急時マニュアルを作成しているか？

（２）防犯業務

　　　作成していない

※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。

　　　作成している

　　　評価対象外施設　　　評価対象外施設

評価機関　記述

①協定書等のとおり防犯業務を実施しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価機関　記述

　　　協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
　　　実施している

　　　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

指定管理者　チェック

　　　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）

評価機関　チェック

＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞

＜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）＞

※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。

職員は原則2人体制で全体監視と部分対応を分担し、不審者侵入防止にも注意して業務にあたっている。ホイッスル
を携帯しているほか、緊急時には、非常警報装置で外部に知らせるシステムがある。休日や夜間は機械警備に移行
して、異常があれば報告を受ける仕組みがある。

　　　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

　　　　　　　　　　　　　機械警備

＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

緊急時対応マニュアルには、地震、火災、風水害、病人負傷者、不審者などへの各対応や連絡方法等が詳細に記
載されている。不審者の侵入や不審物に対しては館長に連絡・相談し、区役所や警察に通報することにしている。
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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）＞

職員は開館時及び午前から午後の引き継ぎ時、閉館時のほか、随時、館内外の巡回を行っている。常に利用者の人
数や様子を把握し、音や泣き声などには特に注意を払って早期の異常の把握に努めている。

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）＞

セキュリティーカードと鍵の所有者リストを作り、適切に管理している。

　　　定期的に行っている

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

※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？

　　　適切に管理している

　　　適切に管理していない

　　　チェックしている

　　　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）＞

　　　定期的に行っている

②鍵を適切に管理しているか？

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　適切に管理している

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

※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。

評価機関　記述

※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。

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

　　　定期的に行っていない

　　　チェックしている

　　　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）＞

2人体制で子どもたちの安全を常時確認しており、開館直後の朝の掃除と安全確認の後、時間ごとに分担を変えなが
ら事故防止に努めている。遊具の使い方や注意事項、保護者へのお願いをイラスト入りの掲示で伝え、事故防止のた
めの注意喚起をしている。

現場確認、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）＞

　　　一部チェックに不備がある

　　　定期的に行っていない
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＜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）＞
テーマ：救急時における手当の基本技術の習得と心得（AED操作を含む）（短期救急法講習会）
対象者：全職員

　　　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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

＜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）＞

テーマ：スタッフ研修（事故防止を含む利用者対応等）　対象者：全職員

＜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

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）

　　　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

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

館長がスタッフ研修を毎年実施している。危険が予想される場面での子どもへの適切な対応を考えるなど、事故防止
のための事例検討をしている。

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

※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。

　　　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）＞

＜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)＞

（４）事故対応業務

評価機関　記述

　　　研修を実施していない

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

AEDは館内には設置していないが、日本赤十字社の応急手当法の研修を全職員が受けている。職員は子供用・小
児対応も含め、AEDの取り扱いができ、体調急変やのどつまり対応の方法等も身につけている。
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※子どもの視線に立って、遊具に危険を感じないかどうか確認する。

①遊具の安全点検を行っているか？

※マニュアルや点検リスト等、記録を確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　行っている

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

職員がすぐ確認できる受付台や窓口横のロッカー裏面に職員連絡網、関係機関連絡先一覧表等を掲示し、緊急時
に備えている。横浜市連絡先確認票（平常時・夜間緊急時）、近隣病院13カ所の一覧表を備えている。

　　　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

（５）遊具の安全点検

開館から約25年が経つが、平成28年度に大規模修繕を実施済みで、木材の割れ目をパテで専門業者が補修するな
どされ、危険な損傷はない。日々の点検で見つかった丸太の小さな突起物にはすぐにテープを張って補修するなど
して、子どもが安全に使えるようにしている。

　　　行っている

　　　行っていない 　　　行っていない

評価機関　記述
＜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）＞

　　　安全性に関わる損傷等がある

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

　　　安全性に関わる損傷等がある

評価機関　記述
＜損傷等がある場合にのみ、その内容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）＞

毎朝、職員による建物・遊具の点検を実施するほか、毎月１回詳細な遊具点検を実施している。ねじゆるみや突起等
簡易な不具合は職員が自分で改修し、不安のある箇所は区役所と相談し、対応策を確認している。

②遊具に安全性に関わる損傷等がないか？

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

現場確認（連絡体制掲示）
＜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）＞

＜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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中区とは「災害時等における施設利用に関する協定」で「補完施設」として協定を結び、その旨の掲示をしている。地
震が発生した場合、場所の提供等、対応を準備することにしている。毎年、館長が兼務している近隣の老人福祉セン
ター横浜市麦田清風荘で実施する消火訓練や火災通報訓練に参加している。

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）＞

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（６）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。

③遊具の使い方について適切に案内されているか？

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　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

利用者へは、イラスト等を用いた貼紙をして、怪我をしな
いように遊び方の注意を促しています。

ヒアリング、館内掲示

＜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）＞

入館受付時に初来館者には遊具の使用方法の説明を
し、再来館者には声掛けにより注意事項を確認している。
幼児の保護者には子どもから目を離さず、個々の遊具の
近くで見守るよう注意を促している。子どもにもわかるやさ
しい言葉で、注意事項を掲示し、合わせて英語表記の掲
示もしている。

＜遊具の安全な使い方について、わかりやすく説明する
ためにどのような掲示や職員対応を行っているか記述し
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）＞

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

平成31年3月までに柏葉公園こどもログハウスにて独自に防災訓練を実施する予定がある。

　　　実施していない 　　　実施していない

評価機関　記述

（７）緊急時対応全般（その他）

②消防計画に基づき、避難訓練を実施しているか？

※訓練の実施記録により確認する。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　実施している 　　　実施している

隣接するグラウンドや公園の利用者が、開館時には職員が常駐するログハウスを頼って来館することも多い様子が見
受けられますので、緊急時に備え、館内にAEDの設置を検討されてはいかがでしょうか。

＜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）＞
危険な行為があった場合には、親や引率者であっても厳しく注意している。床が滑るため、寒い時に幼児に靴下を履
いたまま遊ばせたい場合には、保護者に確実な見守りを依頼している。夏季に室温が30度以上になった時は、安全
性を優先し、2階、3階、地下を使用禁止とし、玄関で水分補給するよう案内している。不審者侵入対策として、防犯モ
ニターカメラの設置を検討している。非常時に近隣施設と協力し合う体制ができている。
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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）＞

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）＞

　　　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」「事業報告書」は受付に置かれた閲覧用ファイルに綴られており、来館者が自由に閲覧できる。

　　　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）＞

常時スタッフは2名体制で、横浜市麦田清風荘と兼務する館長が、定期的及び緊急時に訪問して現状を確認してい
る。

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

※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

　　　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

評価機関　チェック

＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞

Ⅴ．組織運営及び体制

（１）業務の体制

①協定書等で定めた職員体制を実際にとっているか？

　　　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

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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＜確認手段（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、研修資料
＜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）＞

テーマ：個人情報保護、著作権、接遇、事例検討、救命救急、人権研修（協会研修）、ログハウス業務研修（ミーテン
グ時）　　対象：全職員、ほかに　館長研修、新人研修（採用研修）、　ＯＪＴ研修（6ヶ月）

　　　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

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

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

法人による全体研修が年2回及び入職時の新人研修が計画されている。ログハウス内では休館日のスタッフミーティ
ングの時間を利用して、随時、館長がスタッフ研修を実施している。

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

運営法人共通の研修及び、ログハウス独自の研修として、多様な内容で研修が実施されている。さらに、新人職員に
ついては、他館研修の機会があり、他のログハウスでは、どのような運営がなされているかを知り、自館の運営に活か
すことができる。

　　　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

評価機関　チェック

（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組
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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）＞

研修資料は全員に印刷して配布されている。欠席者には館長が説明している。

研修は、業務として勤務時間内に実施するほか、開催日
は早期に決定して周知し、複数日程を設定することで全
職員が無理なく参加できるようにしている。

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

　　　情報共有していない 　　　情報共有していない

評価機関　記述

スタッフが研修等に参加しやすいように、開催日について
は、早期に決めかつ複数日程で実施するよう心掛けてい
ます。

ヒアリング

＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

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

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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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）＞

毎月１回休館日に全員参加のミーティングを開催し、事業
の反省、課題の対応、今後の予定等を話し合い、さらに当
協会からの連絡事項等報告し各人の資質の向上・情報の
共有化に努めています。

ヒアリング、スタッフミーティング議事録

＜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　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）＞

窓口にマニュアル類をとじ込んだ「庶務・受付・ローテーション関係」のファイルを置いて活用している。

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

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）。

評価機関　記述

　　　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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

毎月の休館日に全員参加のスタッフミーティングを開催
し、現状と課題を整理・共有し、対応について話し合って
いる。
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　　　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

同じ内容の研修日を2日設定することで、未受講者が出ないようにしている。

　　　研修を実施していない

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

＜評価で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

　　　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確認する。
指定管理者　チェック

　　　整備していない 　　　整備していない

　　　明確化し、周知している 　　　明確化し、周知している

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　整備している

　　　明確化していない

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）＞

　　　整備している

評価機関　記述

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）＞

＜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）＞

評価機関　記述

　　　研修を実施していない

　　　全ての職員に実施している 　　　全ての職員に実施している

評価機関　チェック

　　　明確化していない
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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 　　　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）＞
未就学児と保護者は受付で人数のみを記入して来館証を受け取り、個人名は記録しない仕組みとなっている。小中
学生は、「受け付け表」に名前、電話番号、学校名、学年を書くが、統計目的及びけがや具合の悪くなった場合のた
めのものであり、利用終了次第、廃棄することを明記している。個人情報の利用目的については、オークロッジだより
にも明記している。

＜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）＞

＜評価で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

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

　　　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

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。

　　　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)＞

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
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指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切に作成している 　　　適切に作成している

　　　一部適切ではない書類がある 　　　一部適切ではない書類がある

　　　適切に作成していない 　　　適切に作成していない

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　一部適切な措置を講じていない 　　　一部適切な措置を講じていない

　　　適切な措置を講じていない 　　　適切な措置を講じていない

評価機関　記述

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

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

パソコンはワードによる記録用としてのみ使用し、通信用のタブレットとともに、専用の鍵のかかるロッカーに入れて保
管している。受付表等の個人情報は、業務日誌に取得数及び廃棄数を記録し、数を確認しながらシュレッターで廃棄
している。

（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。

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

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　適切な措置を講じている 　　　適切な措置を講じている
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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）＞

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

　　　存在する 　　　存在する

　　　存在しない 　　　存在しない

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）＞

※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。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

運営法人本部の経理担当とログハウスの出納責任者、決済する管理者が相互牽制を行っている。

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 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）＞
経理諸表、ヒアリング

　　　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）＞

②経理と出納の相互けん制の仕組みを設けているか？

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

　　　役割分担を明確にしている 　　　役割分担を明確にしている

　　　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

＜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）＞

＜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）＞
分担表、ヒアリング
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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

（５）組織運営及び体制全般（その他）

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）＞

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

　　　適切に管理していない

評価機関　記述

ヒアリング、平成29年度サービス向上及び経費節減努力
事項報告

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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

切れた電球の交換、網戸の張替等小さな修繕等は自分
たちで行っています。事務用品についても紙は両面使
用、コピーも枚数が多いときにはオフセット印刷にし、また
事業で使用する物品もインターネットでより安価なものをを
購入するなど、経費削減に努めています。

＜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）＞

＜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）＞

・職員が、ダンボールハウス、的当てなど手作りおもちゃの
製作や、ねじのゆるみ締め付け、突起物の補修など簡易
な修理を多数実施している。
・古タオルの雑巾としての活用や封筒の再利用、トイレで
の節電など、省資源、省エネルギーに取り組んでいる。

＜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）＞
現場確認、ヒアリング
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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）＞

＜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）＞

ヒアリング、現場確認

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

Ⅵ．その他

指定管理者　記述 評価機関　記述

＜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）＞

日常的には市・区の事業ＰＲ資料を玄関入口に配架する
など周知に努めています。また、幼稚園・保育園・小学校
の課外活動の場としても提供しています。

当館では通常利用のほか四季折々に際しての事業を実
施し、より一層の地域交流と利用促進に努めています。

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

・子育てひろば案内、あかちゃんサロンチラシ、のんびりん
こ通信、中区子ども家庭支援相談など、横浜市の子育て
支援関係の情報紙誌、横浜市営地下鉄・バスのパンフ
レット等の配架に協力している。
・区のおでかけスポットマップに掲載され、親子で安心して
出かけられる場の提供に協力している。平成30年度・区民
利用施設を知るスタンプラリー、チューリップ栽培による緑
化に協力している。

・家庭ではできない遊びが体験できる場として多くの区民
が訪れ、来館者同士の新たな交流が生まれている。
・外国人住民の多い地域性に留意し、職員は簡単な英語
での対応もして利用につなげている。
・築後約25年経過に伴う老朽化や夏季の異常な高温、ス
マートフォン普及による子どもの遊びや生活の変化など、
開館当時とは大きく異なる現状や新しい課題を的確に把
握し、行政とも協議しながら適切な運営を行っている。

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

（１）地域及び地域住民との
　　　情報交換

地域での会合等の議事録、地域
アンケート結果等

仕様書におけるこどもログハウスの運営に関
する項目

（２）こどもログハウス委員会 委員会議事録 仕様書における運営委員会の項目
（３）地域及び地域住民との
      連携全般（その他）

- -

（１）利用者アンケート等の
　　　実施・対応

利用者アンケート結果の公表媒
体

仕様書における広報業務の項目

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

仕様書における苦情・要望への対応の項目

（３）公正かつ公平な施設利用
規範・倫理規定等の資料、研修
資料

仕様書におけるこどもログハウスの運営に関
する項目及び基本協定書における人権の尊重
の項目

（４）自主事業 事業計画書、事業報告書 仕様書における自主事業の項目
（５）図書の管理 - 仕様書における書籍管理の項目

（６）広報・PR活動
チラシ、広報よこはま、HP、パ
ンフレット、PR誌等

仕様書における広報業務の項目

（７）職員の接遇 - -
（８）利用者サービスに関する
     分析・対応

- -

（９）利用者サービスの
     向上全般（その他）

- -

（１）協定書等に基づく
　　　業務の遂行

点検等報告書
基本協定書・仕様書・事業計画書における維
持管理の項目

（２）備品管理業務 備品台帳 基本協定書における備品等の管理項目
（３）施設衛生管理業務 研修資料 基本協定書における廃棄物の対応の項目
（４）利用者視点での維持管理 - -
（５）施設・設備の維持管理全般
　　　（その他）

- -

（１）緊急時対応の仕組み整備 緊急時マニュアル等 公募要項における事故への対応の項目

（２）防犯業務
機械警備等の契約内容等がわか
る資料、実施状況がわかる資料

仕様書における盗難の項目

（３）事故防止業務
事故防止に関するマニュアル、
研修等資料

仕様書における事故への対応の項目

（４）事故対応業務
事故対応に関するマニュアル、
研修等資料

仕様書における事故発生時の対応の項目

（５）遊具の安全点検 点検リスト 仕様書における利用者の安全対策の項目

（６）防災業務
指定管理者災害時対応マニュア
ル、消防計画届出書

仕様書における災害発生時の対応項目

（７）緊急時対応全般（その他） - -

（１）業務の体制 事業計画書、業務日誌
公募要項における職員配置の項目、仕様書に
おける施設の概要の項目、公募要項における
事業計画書及び事業報告書等の提出の項目

（２）職員の資質向上・情報共有
　　　を図るための取組

研修計画、窓口等の対応手順マ
ニュアル

仕様書における職員研修の項目

（３）個人情報保護・守秘義務 個人情報に関する研修資料
基本協定書における個人情報の保護に関する
項目

（４）経理業務 事業計画書、収支決算書 -
（５）組織運営及び体制全般
　　　（その他）

- -

Ⅴ．組織運営及び体制

Ⅵ．その他

Ⅱ．利用者サービスの向上

Ⅲ．施設・設備の維持管理

Ⅳ．緊急時対応

◆参考：評価に必要な資料・評価項目の根拠

※評価全体を通して確認する書類：基本協定書、仕様書、事業計画書等（必要に応じて公募要項）

評価項目
Ⅰ．地域及び地域住民との連携



こどもログハウス 評価シートチェック項目一覧

大分類 中分類 評価項目

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ レ アンケート

その他

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ
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レ レ

レ レ

レ レ
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Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

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？

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？

③こどもログハウス委
員会から抽出した課題
への対応策を講じてい
るか？

②こどもログハウス委員
会からサービスに係る課
題を抽出しているか？

①ご意見ダイヤルの利用
方法に関する情報を提供
しているか？

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？

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？

（
２
）
こ
ど
も
ロ
グ
ハ
ウ
ス
委
員
会

（
１
）
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
実
施
・
対

応

不備の数

課題を抽出している 課題を抽出している

非該当 非該当

一部対応策を実施していない 一部対応策を実施していない

対応策を実施していない

開催していない 開催していない

開催している 開催している

対応策を実施している 対応策を実施している

課題を抽出していない 課題を抽出していない

特に課題がない 特に課題がない

対応策を実施していない

非該当 非該当

課題を抽出している 課題を抽出している

課題を抽出していない 課題を抽出していない

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

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

特に課題がない 特に課題がない

非該当 非該当

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

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

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

非該当 非該当

設置していない 設置していない

設置している 設置している

情報提供していない 情報提供していない

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

仕組みがある 仕組みがある

仕組みがない 仕組みがない

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

記録している 記録している

苦情等が寄せられていない 苦情等が寄せられていない

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

備えている 備えている

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

行っていない 行っていない

行っている 行っている

備えていない 備えていない

適切に実施している 適切に実施している

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない 一部の職員に実施していない

研修を実施していない 研修を実施していない

実施している 実施している

実施していない 実施していない

適切に実施していない 適切に実施していない

適切に管理している 適切に管理している

適切に管理していない 適切に管理していない

評価対象外施設 評価対象外施設

0 0

（
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）
意
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・
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の
受
付
・
対
応

（
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）
公
正
か
つ
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な
施

設
利
用

（
４
）
自
主
事
業

（
５
）

図
書
の

管
理

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）

②窓口に「利用案内」等を
備えているか？

0

⑥苦情等の内容を検討
し、その対応策を講じてい
るか？

⑤利用者から苦情等が寄
せられた際には、内容を
記録しているか？

④苦情解決の仕組みを利
用者等に周知している
か？

③苦情解決の仕組みがあ
るか？

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

①蔵書数を把握する等、
適切に管理しているか？

②事業計画書等のとお
り、事業を実施している
か？

①幼児から小学生が楽し
めるよう、学校の長期休
暇や季節の行事を考慮し
て適切に自主事業を行っ
ているか？

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？

①地域住民や利用者の生
の声を運営に取り入れ、
また、運営内容を利用者
に理解してもらうため、こ
どもログハウス委員会を
開催しているか？

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

不備の数

Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

0

⑦苦情等の内容及び対応
策を公表しているか？
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こどもログハウス 評価シートチェック項目一覧

大分類 中分類 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

②協定書等のとおり清掃
業務を実施しているか？

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

ある ある

ない ない

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

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

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

揃っている 揃っている

揃っていない 揃っていない

適切に分別している 適切に分別している

適切に分別していない 適切に分別していない

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

0 0

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

評価対象外施設 評価対象外施設

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って
実施している

協定書等のとおり、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

定期的に行っていない 定期的に行っていない

定期的に行っている 定期的に行っている

適切に管理している 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

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

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

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

体制を確保していない 体制を確保していない

体制を確保している 体制を確保している

研修を実施していない 研修を実施していない

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

行っている 行っている

行っていない 行っていない

実施している 実施している

実施していない 実施していない

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

（
１
）
緊
急

時
対
応
の
仕

組
み
整
備

（
２
）
防
犯
業
務

（
１
）
協
定
書
等
に

基
づ
く
業
務
の
遂
行

（
２
）
備
品
管
理
業
務

（
３
）
施
設
衛

生
管
理
業
務

不備の数

（
３
）
事
故
防
止
業
務

（
４
）
事
故
対

応
業
務

（
５
）
遊
具

の
安
全
点
検

（
６
）
防
災
業
務

②消防計画に基づき、避
難訓練を実施している
か？

②こどもログハウス（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？

①指定管理者災害時対応
マニュアルを作成している
か？

②遊具に安全性に関わる
損傷等がないか？

①遊具の安全点検を行っ
ているか？

②事故発生時の連絡体制
を確保しているか？

①事故対応策の研修等を
実施しているか？（常勤・
非常勤に関わらず）

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）

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？

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？

②鍵を適切に管理してい
るか？

①協定書等のとおり防犯
業務を実施しているか？

①緊急時マニュアルを作
成しているか？

②本市の分別ルールに
沿って適切に分別を行っ
ているか？

①ゴミ処理等における衛
生管理を適切に行ってい
るか？

③利用者が直接使うこど
もログハウスの備品に安
全性に関わる損傷等がな
いか？

①指定管理者所有の備品
と区別した、こどもログハ
ウス（市所有）の備品台帳
があるか？

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

不備の数 0 0
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こどもログハウス 評価シートチェック項目一覧

大分類 中分類 評価項目 指定管理者　チェック 評価機関　チェック

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

レ レ

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

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

公表していない 公表していない

公表している 公表している

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

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

作成していない 作成していない

作成しており不備がない 作成しており不備がない

作成しているが不備がある 作成しているが不備がある

情報共有していない 情報共有していない

情報共有している 情報共有している

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

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

明確化し、周知している 明確化し、周知している

明確化していない 明確化していない

整備している 整備している

整備していない 整備していない

明確化しているが周知していない 明確化しているが周知していない

全ての職員に実施している 全ての職員に実施している

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

適切に収集している 適切に収集している

取っていない 取っていない

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

適切に使用していない 適切に使用していない

適切に使用している 適切に使用している

適切に収集していない 適切に収集していない

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

適切な措置を講じている 適切な措置を講じている

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

適切に作成している 適切に作成している

明確に区分していない 明確に区分していない

明確に区分している 明確に区分している

役割分担を明確にしている 役割分担を明確にしている

その他けん制機能を設けている その他けん制機能を設けている

仕組みを設けていない 仕組みを設けていない

適切に管理している 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

存在する 存在する

存在しない 存在しない

（
１
）
業
務
の
体
制

（
２
）
職
員
の
資
質
向
上
・
情
報
共
有

を
図
る
た
め
の
取
組

（
３
）
個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

（
４
）
経
理
業
務

⑤通帳や印鑑等を適切に
管理しているか？

④収支決算書に記載され
ている費目に関し、伝票
が存在するか？

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？

②経理と出納の相互けん
制の仕組みを設けている
か？

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？

⑥個人情報を収集した際
には、適切に使用してい
るか？

⑤個人情報を収集する際
は必要な範囲内で適切な
手段で収集しているか？

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）

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）

②個人情報の取扱いに関
する管理責任者を明確化
しているか？

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？

⑤窓口等の対応手順を記
したマニュアル等を作成
し、活用しているか？

④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？

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）

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）

③事業計画書・事業報告
書を公表しているか？

②協定書等のとおりに開
館しているか？

①協定書等で定めた職員
体制を実際にとっている
か？

不備の数 0

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

0

不備の合計 0 0
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