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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）
Ⅰ
．
地
域
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

●乳幼児から高齢者まで幅広い世代に対応した教
室を開催し、区民の健康づくりや仲間づくり等を支
援しています。●平成29年度区政運営方針に基づ
き、都筑区をホームタウンとする「横浜ビー・コルセ
アーズ」とともに教室事業やイベントを開催していま
す。●毎年開催しているスポーツレクリエーション
フェスティバルを区体育協会等の地域スポーツ団体
と連携して開催し、区内のスポーツ振興に寄与して
います。●都筑区ふれあい健康マラソン大会実行
委員会に通年で出席し、当日の大会運営にも協力
しています。●運動を始める動機づけとなるよう、四
半期に一度のペースで姿勢測定会を開催していま
す。●区内中学校の職業体験実習や、横浜北地区
高等学校インターンシップの受入れに協力していま
す。●地域作業所によるパン等の定期販売に通年
で協力しています。●都田池辺地区ボランティアバ
ス協議会へ駐車場を無償提供し、運営に協力して
います。

Ⅱ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

●教室の募集要項は四半期毎に作成し、毎回広告
折込を行うとともに、区役所や近隣公共施設へ配布
しています。●子ども向け教室周知のため、都筑ス
ポーツセンター近隣小学校や近隣幼稚園へ募集要
項を配布しています。●広報よこはま都筑区版へ教
室やイベント等の案内を定期的に掲載しています。
●ユニバーサルサービスを踏まえた研修を実施し、
平等公平への意識やサービスの向上に努めていま
す。●接遇マニュアルに基づき、ホスピタリティー溢
れるサービスの提供を心掛けています。●受付周辺
にリーフレットやチラシ等を設置し、初めて来館され
たお客様でもわかりやすい案内を心掛けています。
●全職員が顔写真入り名札とユニフォームを着用
し、ひと目で職員とわかるようにしています。●利用
者アンケートを四半期毎に実施し、結果をお客様へ
公開し、寄せられたご意見・ご要望等には、速やか
に対応・回答しています。

Ⅲ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

●清掃点検は、点検項目と回数ルート等を定めた
チェックシートに基づき、職員が一日6回実施すると
ともに、目視・触診等により異常箇所や遺失物の早
期発見に努めています。●異常が発見された場合
は、お客様の安全を第一に考え、使用禁止措置に
よる初動体制を築いています。
●軽微な破損や不具合等は、可能な限り職員が適
宜対応して修繕しています。●設備の協力会社（鹿
島建物）との連携を密にし、修繕計画作成の元、効
率的な修繕を行っています。●日常清掃では対応
できない床面の洗浄や高所での窓拭き等は、毎月
の施設点検日に専門の清掃業者へ委託して実施し
ています。●樹木の剪定作業は、樹木の種類や大
きさ等に応じて適切な施工をする必要があるため、
専門業者に作業を委託しています。●草刈りや簡
易な剪定は、適宜職員が実施しています。●トイレ・
洗面所等の水回り清掃は、職員が一日6回実施し、
清潔な環境を保っています。

〇地域におけるスポーツ振興事業の促進、支援の取組は
熱心に行われており評価できます。
〇関係機関及びスポーツセンター利用団体、自治会、町
内会等の地域団体や地域住民との交流・連携に関する取
組は熱心に行われており評価できます。
〇職業体験実習やインターンシップの受入を通じて、地域
に貢献できる人材育成に基礎から取り組んでいます。
〇その他、地域で製造したパンの販売やボランティアバス
協会への駐車場の貸出しを行っています。

〇アンケートの利用により、プログラム時間の調整、備品の
調達や第二駐車場からの近道となる階段を設置するなど、
利用者サービス向上に取り組んでいます。
〇運動を始める動機付けとなるよう、四半期に一度の姿勢
測定会を実施しており、広範な年齢層に対して様々なプロ
グラムを用意しています。
〇教室案内のチラシやパンフレットは整然とわかりやすく並
べられており、利用が促進されるように心掛けています。
〇コンシェルジェマニュアルにより教育を行うことで接遇の
習熟度を高め、ワンストップサービスの実現を理想とするホ
スピタリティを心がけています。
〇お客様の声、意見、感想、要望などを掲示し、積極的に
取り入れようとしています。

〇施設・設備の維持管理は、専門業者の知見を生かした
高いレベルの管理を実現しています。
〇独自に昨年７月に建物診断を行い、５ヵ年改修計画書を
作成し、今後の施設の設備投資、改良など利用者ｻｰﾋﾞｽを
考えています。
〇スタッフは専門業者の報告書をよく確認し、施設の維持
管理に努めています。
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評価機関 記述（400字以内）

指定管理者 記述（400字以内）

Ⅳ
．
緊
急
時
対
応

●事業計画書に基づいた職員を配置し、常時1名
の責任者（職員）・受付スタッフ・トレーニング室ス
タッフで業務分担しています。●施設点検日を活用
して全職員対象の集合研修を実施し、共通事項の
理解を深める場として設定しています。なお、参加
できなかった職員には資料配布及びポイント説明を
行うことで対応（フォロー）しています。●職員別に研
修へ参加した場合は、資料などを事前に回覧すると
ともに、ミーティングの際に適宜報告を行い、受講し
ていない職員の能力向上も促しています。●各施設
で発生した事件・事故・トラブル等については、「ヒヤ
リ・ハット集」として職員が情報を共有し、再発防止に
努めています。●業務日誌・Eメール・コンピュータ
上の伝言板などに伝達事項を記載し、出勤時の確
認を徹底することで情報の共有化を図っています。
●各センター共通消耗品の事務局一括契約や月次
執行管理により、計画的な支出を実施しています

Ⅴ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

●事業計画書に基づいた職員を配置し、常時1名
の責任者（職員）・受付スタッフ・トレーニング室ス
タッフで業務分担しています。●施設点検日を活用
して全職員対象の集合研修を実施し、共通事項の
理解を深める場として設定しています。なお、参加
できなかった職員には資料配布及びポイント説明を
行うことで対応（フォロー）しています。●職員別に研
修へ参加した場合は、資料などを事前に回覧すると
ともに、ミーティングの際に適宜報告を行い、受講し
ていない職員の能力向上も促しています。●各施設
で発生した事件・事故・トラブル等については、「ヒヤ
リ・ハット集」として職員が情報を共有し、再発防止に
努めています。●業務日誌・Eメール・コンピュータ
上の伝言板などに伝達事項を記載し、出勤時の確
認を徹底することで情報の共有化を図っています。
●各センター共通消耗品の事務局一括契約や月次
執行管理により、計画的な支出を実施しています。

Ⅵ
．
そ
の
他

●区役所・スポーツ推進委員連絡協議会・区体育
協会・さわやかスポーツ普及委員会等の区内関係
団体と協働でスポーツ振興が図れるよう「都筑区ス
ポーツネットワーク」を設立し、当施設が事務局を
担っています。●健康福祉局の「優待施設利用促
進事業」への協力として、毎月2回、高齢者を対象に
トレーニング室利用料金の割引を実施しています。
●区福祉保健課の「あいちゃんボランティア推進事
業」への協力として、毎月2回、登録者を対象にト
レーニング室利用料金の割引を実施しています。●
高齢者の健康維持・介護予防の重要性が高まって
いること受け、運動を通した健康づくりが実践できる
ように高齢者向け健康体操「はまちゃん体操」の普
及啓発に努めています。●疾病予防や健康づくり機
能を拡充するため、健康増進施設の認定を取得（平
成23年9月27日取得）し、さらに今後は指定運動療
法施設の認定を目指します。

〇緊急時対応については、危機管理マニュアルが整備さ
れていることが確認できました。
〇区民の初期避難拠点として、災害対策品や防災備品、
食糧を自主的に備蓄しています。
〇入口にホワイトボードで、大雨注意報などの災害情報や
防犯情報も表示しており、来場者の注意喚起になるととも
に職員の防災意識が高いです。
〇消火訓練、避難訓練などは積極的に取り組み、消防の
特別査察で評価されました。

〇事業計画、収支報告などの資料をＨＰで公開しており評
価できます。
〇プライバシーマーク取得や経理業務、運動指導者の職
種別研修を実施しており、教育レベルが高いです。
〇職員全員に対して、危機管理研修、ＡＥＤトレーニング、
コンジェルジュ研修を行ってます。
〇ＬＧＢＴに関する研修に所長が参加し、職員にＯＪＴを行
なうなど、積極的に取り組んでいる点は評価できます。
〇所長などの職員は内部監査委員としての資格を持つな
ど、個人情報保護に関して充分な知見を持っていることが
評価できます。

〇所長が横浜市スポーツリーダー養成講座に講師として
協力し、スポーツ指導者の育成に心掛けるなど、将来の体
制も考え行動しています。
〇「ハマハグ」への協力として、多目的トイレのユニバーサ
ルデザイン化、空いている部屋での授乳協力などを実施し
ています。
〇高齢者の健康維持、介護予防の観点から、「横浜シニア
大学」への運動指導など高齢者への健康管理を重視して
いることに加え、はまちゃん体操の普及啓発に努めていま
す。
〇健康増進施設の認定の取得や指定運動療法施設の認
定を目指す取り組みは先進的で評価できます。
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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
①地域におけるスポーツ振興事業の促進や支援において、どのような取組みを行っているか？
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜地域におけるスポーツ振興事業の促進、支援の取組の ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
内容について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
所長、副所長からのヒアリング、館内の教室・イベントのちら
しやプロモーション映像により確認しました。
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
●乳幼児から高齢者まで幅広い世代に対応した教室を開 （200字以内）＞
催し、区民の健康づくりや仲間づくり等を支援しています。
●子育て世代に対して運動への参加機会を提供するた
め、研修室を託児ルームとして活用し、託児付教室を開催
しています。
●平成29年度区政運営方針に基づき、都筑区をホームタ
ウンとする「横浜ビー・コルセアーズ」とともに教室事業やイ
ベントを開催しています。
●運動を始める動機づけとなるよう、四半期に一度のペー
スで姿勢測定会を開催しています。
●新規教室実施に先駆けた体験教室を実施し、スポーツ ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
を始めるきっかけづくりを行っています。
（200字以内）＞
●バルセロナ五輪卓球日本代表の中村錦治郎氏による卓
球教室や同五輪陸上日本代表の渡邊高博氏により走り方 地域におけるスポーツ振興事業の促進、支援の取組は熱
教室を開催し、トップアスリートとの交流事業を行いました。 心に行われており評価できます。具体的には、都筑区を
●地域や利用団体に対し、体育用具（跳び箱・平均台・
ホームタウンとするプロバスケットチーム「ビー・コルセアー
マット等）や、さわやかスポーツ用具の貸出を無料で行って ズ」と連携して教室事業やイベントを積極的に展開している
います。
点、運動を始める動機づけとしての「姿勢測定会」を開催し
ている点、卓球・陸上・体操などのトップアスリートとの交流
イベントを企画・実施している点などが挙げられます。
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②区、区体育協会等の関係機関及びスポーツセンター利用団体、自治会町内会等の地域団体や地域住民との交流・
連携に関して、どのような取組を行っているか？
指定管理者 記述
評価機関 記述
＜区、区体育協会等の関係機関及びスポーツセンター利 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
用団体、自治会町内会等の地域団体や地域住民との交 さい。（50字以内）＞
流・連携に関する取組の内容について記述して下さい。
（400字以内）＞
所長、副所長からのヒアリング、ボランティアバスについて
は駐車中の実物を確認しました。
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
●近隣地域の共助による「都田・池辺地区ボランティアバス （200字以内）＞
協議会」の活動に協力し、駐車場の無償提供及び運営の
協力をしています。
●スポーツレクリエーションフェスティバルを区体育協会、
区さわやかスポーツ普及委員会、総合型地域スポーツクラ
ブ等と連携して開催し、区内のスポーツ振興に寄与してい
ます。
●都筑区ふれあい健康マラソン大会実行委員会に通年で
出席し、当日の大会運営にも協力しています。
●区内関係団体からの依頼を受け、講師や指導者として
職員を派遣しています。(H28年度65回）
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
●障害者地域作業所にロビーのスペースを提供し、通年 （200字以内）＞
でパン等の定期販売に協力しています。
●区内中学校（６校）の職業体験や、横浜北地区高等学校 関係機関及びスポーツセンター利用団体、自治会町内会
インターンシップ（１校）、市教職員への企業等リーダーシッ 等の地域団体や地域住民との交流・連携に関する取組は
プ研修（２人）への受入れに協力しています。
熱心に行われており評価できます。具体的には、スポーツ
●都田池辺地区ボランティアバス協議会へ駐車場を無償 レクリエーションフェスティバルの開催、都筑区ふれあい健
提供し、運営に協力しています。
康マラソン大会の実行委員会、学校や地区センターへの
講師・指導者派遣、職業体験としての人材受け入れなどが
挙げられます。

（２）地域及び地域住民との連携全般（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）＞
地域におけるスポーツ振興事業の促進、支援の取組は熱心に行われており評価できます。 関係機関及びスポーツセ
ンター利用団体、自治会町内会等の地域団体や地域住民との交流・連携に関する取組は熱心に行われており評価で
きます。
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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Ⅱ．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。
指定管理者 チェック
評価機関 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）＞
四半期に１度実施しています。２９年度第１回のアンケート規模は有効回答数１０１名です。
＜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）＞

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）＞
所長、副所長からのヒアリングと分析した資料を確認しました。
＜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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アンケート
その他

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。
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

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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、対応内容については現地状況を確認しました。
＜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）＞
アンケートの利用によりサービスが向上した点は評価できます。具体的には、１時間に１本程度のバス便に合わせて教
室の開催時間を調整している点、着替え時の負荷軽減のために更衣室に椅子を追加設置した点、センター第二駐車
場の利用者のために駐輪場横の階段を設置して近道ができるようにした点などが挙げられます。

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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、館内の掲示状況を確認しました。
＜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）＞

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）＞
館内にご意見箱を設置しています。また、ＨＰからのメールも受け付けています。
＜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）＞
意見、感想などを「お客様の声」として館内に掲示していますが、整然と掲示されており、来館者が見やすい点は評価
できます。
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
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）＞
＜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）＞
苦情解決のフローチャートを館内に掲示しています。また、ＨＰからリンクしている横浜市体育協会のＨＰでも確認が可
能です。
＜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）＞

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）＞
「お客様の声」は最近のものが掲示されているほか、過去分についてもファイリングされ、いつでも、誰でも閲覧できる点
は評価できます。

⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、苦情解決のフローチャートを確認しました。
＜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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、館内掲示を確認しました。
＜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）＞
掲示・ファイリングされた内容は、プライバシー侵害について配慮されている様子が見受けられました。

（３）公正かつ公平な施設利用
①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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、記録を確認しました。
＜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）＞
ＬＧＢＴに関する研修に所長が参加し、職員にＯＪＴを行なうなど、積極的に取り組んでいる点は評価できます。
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（４）利用者支援業務（トレーニング室）
①初回利用時に健康調査の問診を行っているか？
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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、トレーニング室利用者調査票を確認しました。
＜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）＞

②利用者が快適にトレーニング機器を使えるよう、利用方法や注意事項に関する説明を実施しているか？
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

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、副所長からのヒアリングの他、利用案内のちらしを確認しました。
＜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。（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）＞
トレーニング室入口近傍のボードに、顔写真付きで指導員が全員紹介されている点は評価できます。さらに、当日勤務
の指導員がすぐにわかるようになっており、利用方法や注意事項に関するコミニケーションを取りやすいための工夫がさ
れています。

（５）託児サービス事業
①託児サービスを行っているか？
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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、利用案内のちらしを確認しました。
＜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）＞
託児所として利用する研修室の吹き抜け側ガラスには、季節をイメージさせるかわいらしい窓飾りがほどこされていま
す。窓飾りは季節ごとに変化させており、利用者の視点から評価できます。
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（６）スポーツ教室事業
①スポーツ教室事業の対象者は、各年齢層を網羅しているか？
※施設で実施しているスポーツ教室事業の内容を確認する。特定の年齢層のみを対象としたものとなっていない、又は
事業の中に全ての世代を対象としたものがある場合、網羅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
網羅している
網羅している
網羅していない

網羅していない
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、副所長からのヒアリングの他、各教室の内容に関するちらしを確認しました。
＜網羅していない場合は、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スポーツ教室事業は多様な種目を網羅しているか？
※多様な種目とは、競技種目（卓球、バドミントン、太極拳、社交ダンス、バレーボール、バスケットボール、フットサル
等）、健康体操教室、その他（エアロビクス、ジャズダンス等）を言う。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
網羅している
網羅している
網羅していない

網羅していない
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、副所長からのヒアリングの他、各教室の内容に関するちらしを確認しました。
＜網羅していない場合は、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）＞
姿勢測定会の実施に加え、教室には親子向け、子供向け、大人向け、ダンス系に加え、健康づくり系のストレッチや体
操、腰痛予防トレーニングなど多彩なプログラムが用意されています。

③スポーツ教室の設定数等を、優先利用枠の範囲内で設定しているか?
※「スポーツセンター業務の基準」で示す優先利用枠（平日1/3以下、土曜日1/6以下、日曜・祝祭日1/2以下）の範囲
内で設定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
設定している
設定している
設定していない

設定していない
評価機関 記述
＜設定内容について記述して下さい。（100字以内）＞
教室のスケジュール表を確認しました。優先利用枠の設定は（平日1/3以下、土曜日1/6以下、日曜・祝祭日1/2以下）
の範囲内となっています。
＜設定していない場合は、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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④初心者の市民(在勤・在学を含む）を優先する抽選方法や往復ハガキスタイルの申込方法を行っているか？
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）＞
＜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）＞

（７）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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、ホームページ、各種資
料を確認しました。
●教室の募集要項は四半期毎に作成（毎56,100部）し、広 ＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
告折込周知を行うとともに、区役所や近隣公共施設へ配布 （200字以内）＞
しています。
●子ども向け教室周知のため、近隣小学校（7校）、近隣幼
稚園（７園）へ募集要項を配布しています。
●広報区版へ事業の案内を定期的に掲載しています。
●地域情報誌へ四半期毎に教室募集記事を掲載していま
す。
●モニタリング調査に基づき、チラシ配布エリアの変更や
チラシデザインの見直しを行っています。
●ホームページで体育室の空き情報を毎日更新するととも
に、教室やイベントの募集案内等を掲載し、お客様への利 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞
用促進を図っています。
●メールマガジンを発行し各種お知らせを配信していま
す。
●ロビーや受付にてipadやTVをを用いて、教室の紹介や
横浜には4つのプロチームがあるので、サイン入りグッズや
発表風景を放映し周知を行っています。
●横浜のプロチームのサイン入りグッズやユニフォームな ユニフォームなどを展示してスポーツ振興に役立てていま
す。また、ロビーのipadには教室の内容や発表風景を放映
どを展示し、横浜のプロスポーツを盛り上げています。
するなどして、利用の促進に取り組んでいます。
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（８）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
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
＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
づかい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組内
（200字以内）＞
容について記述して下さい。（400字以内）＞
●ユニバーサルサービス実践のため、接遇・個人情報・人
権啓発等の職員研修を実施し、平等公平への意識やサー
ビスの向上に努めています。
●コンシェルジュマニュアルに基づいて職員間の共通認識
を図り、ホスピタリティ溢れるサービスの提供を心掛けてい
ます。
●電話対応の際は施設名及び氏名をお伝えし、お客様が
安心してお話しできるような対応をしています。
●受付周辺にリーフレットやチラシ等を設置し、初めて来
館されたお客様でもわかりやすい案内を心掛けています。
●全職員が顔写真入り名札とユニフォームを着用し、ひと
目で施設職員とわかるようにしています。
●老眼鏡・拡大鏡・筆談ボードを設置し、高齢者や障害者
でも利用しやすいよう配慮しています。
●外国人への対応としてipadの翻訳機能を使った対応や
英語の利用案内を用意しています。
●受付を一部ローカウンターにし、車椅子の方でも利用で
きるようにしています。

＜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）＞
独自のコンシェルジェマニュアルによる教育を実施し、ス
タッフはワンストップサービスの実現を理想とするホスピタリ
ティを心がけています。また、ロビーのipadには聴覚障害者
向けの筆談アプリ、外国人向けの翻訳アプリがインストール
されています。さらに事前訪問時、調査時において職員ス
タッフからの明るい挨拶が確認できました。

（９）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）＞

●各月・四半期・年間で利用実績等の報告書を作成し、前
年度との比較検討や利用状況等を分析しています。
●分析結果を踏まえて事業内容の見直しや周知広報等を
検討し、利用者の拡大を図っています。
●毎月の事業評価会において、他区スポーツセンターとの
利用状況や事業内容等を比較・分析し、自施設の運営に
反映させています。
●アンケートを四半期毎に実施し、その結果をグラフ化し
て職員間で共有するとともに、区へ報告し、ホームページ
や施設内で公開しています。
●ご意見箱に寄せらせたご意見・ご要望等については、対
応策を検討し、書面で回答・掲示しています。また、その場
で解決できる事案については、ワンストップサービスとなる
よう迅速に対応しています。
●子どもへの対応として、子ども用便座や洗面ステップ台
をご用意しています。

＜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）＞
四半期毎に実施しているアンケートは職員間で共有し、
ホームページに加え、施設内でも閲覧できるようになって
います。また、ご意見箱に寄せられた意見、要望に対して、
対応策を示し、ロビーに掲示して、過去のものもファイリン
グされ閲覧が可能です。ペットボトルが対応できる冷水器
があり利用者には好評です。さらに図書コーナーが設置さ
れており、気分転換することができるようになっています。
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（１０）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）＞
利用者サービスの向上については良好に取り組まれています。具体的には、アンケートを利用した業務改善のほかに
も、トレーニング室における指導員の紹介ボード導入や、託児室の窓飾り、Ipadのアプリケーション利用などが挙げられ
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）＞
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Ⅲ．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）＞
鹿島建物が作成する維持管理業務月次報告書などで管理しています。また、昨年７月に建物診断を行い、５ヵ年改修
計画書を作成するなど、高い専門性を活用した建物の維持・管理状況は評価できます。

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）。
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）＞
業務日誌とトイレチェック点検ｼｰﾄにより、清掃業務の管理を行っています。 その結果として満足度調査の評価が高い
です。
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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、スポーツセンター（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スポーツセンター（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利用者が直接使うスポーツセンター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）＞
来館者が設置する際に重さのある移動式演武台、卓球台については職員２人で設置するようにしており安全性を確保
しています。
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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
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）＞

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
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

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

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
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（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）＞
所長、副所長からのヒアリングの他、現場を確認しました。
●清掃点検は、点検項目と回数ルート等を定めたチェック
シートに基づき、職員が一日6回実施するとともに、目視・
触診等により異常箇所や遺失物の早期発見に努めていま
す。
●異常が発見された場合は、お客様の安全を第一に考
え、使用禁止措置による初動体制を築いています。
●軽微な破損や不具合等は、可能な限り職員が適宜対応
して修繕しています。
●日常清掃では対応できない床面の洗浄や高所での窓
拭き等は、毎月の施設点検日に専門の清掃業者へ委託し
て実施しています。
●樹木の剪定作業は、樹木の種類や大きさ等に応じて適
切な施工をする必要があるため、専門業者に作業を委託し
ています。
●草刈りや簡易な剪定は、適宜職員が実施しています。
●トイレ・洗面所等の水回り清掃は、職員が一日6回実施
し、清潔な環境を保っています。

＜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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

施設内の照明が明るく感じられ、清潔感がある点は評価で
きます。施設は以前、川だった所に立地しているため、１階
に水が浸入する時がありますが、タオルを敷くなどスタッフ
の工夫により清潔な状態を保っています。

（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）＞
専門業者のアウトソーシングを活用した建物の維持・管理状況は評価できます。第２体育室天井のレザーに一部破損
跡がみられますが、建物診断を実施しており危険はありません。
＜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）＞
施設の立地から自家用車での来館者が多く、路上駐車や駐車場の管理状況についても対応が求められます。施設立
地による特徴と言える部分なので、可能な範囲で点検を強化することによって、より利用者サービスが向上します。
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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？
※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）＞
入口にホワイトボードで、大雨注意報などの災害情報や防犯情報も表示しており、来場者の注意喚起になるとともに職
員の防災意識が高いです。

（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。
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）＞
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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）＞
＜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）＞
トレーニング器具の日常点検を実施しています。評価は〇△×の三段階となっており、△で示される軽微な不備につい
ても具体的なコメントが記録され、チェックリストが有効に機能しています。

②ヒヤリハット集等を使用して、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。
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
＜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）＞
所長会議の後、月次職員ミーティングを行い、情報を共有しています。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
ロッカー荒らしの発生をふまえて巡回を増やすなど、近隣施設の情報や季節要因を活用した予防措置は効果的で評
価できます。
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（４）事故対応業務
①ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しているか？
※目視により確認する。
指定管理者 チェック
設置している

評価機関 チェック
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）＞

②ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作研修を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）
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

AEDを設置していない

AEDを設置していない
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、副所長からのヒアリングの他、ＡＥＤ研修資料、安全管理研修の資料を確認しました。
＜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）＞
トレーニング用ＡＥＤを所持しており、いつでも訓練ができる点は評価できます。

③その他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）
※体調急変時の対応等の研修を全ての職員に対して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
＜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）＞
年２回、火災発生時の消火訓練、避難訓練を行っています。昨年度の訓練では、防火シャッターの位置、避難経路の
確認を重点的に行いました。
＜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）＞
避難訓練の内容が都筑区の特別視察で評価された点は評価できます。
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④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、副所長からのヒアリングの他、連絡網、連絡先の資料を確認しました。
＜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）＞

（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）＞

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
実施している

評価機関 チェック
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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（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）＞
トレーニング器具の日常点検は〇△×の三段階で評価し、軽微な不備も具体的なコメントを記録するなどして有効に点
検を行っています。 施設内の全ての部屋に避難経路図が掲示してあります。消防訓練の内容は都筑区の特別視察で
評価されました。
＜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．組織運営及び体制
（１）業務の体制
①スポーツセンターの開館時間中は、常時１名の責任者が配置されているか？
指定管理者 チェック
配置されている

評価機関 チェック
配置されている

配置されていない

配置されていない
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、副所長からのヒアリングの他、勤務管理表、シフト表を確認しました。
＜配置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）＞

②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）＞

③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）＞
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④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
公表している
公表していない

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）＞
横浜市都筑区のホームページおよび館内での閲覧が可能です。
＜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）＞
事業計画書、事業報告書がインターネットでも閲覧できる点は評価できます。

（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）＞
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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、副所長からのヒアリングの他、研修資料を確認しました。
＜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）＞
全員に対して、危機管理研修、ＡＥＤトレーニング、コンシェルジュ研修を行っています。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞

＜評価で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、副所長からのヒアリングの他、資料を確認しました。
●事業計画書に基づいた職員を配置し、常時1名の責任
者（職員）・受付スタッフ・トレーニング室スタッフで業務分
担しています。
●横浜市体育協会規程集に研修要領が規定されており、
スポーツセンター管理運営に伴う資格取得研修から外部
のビジネスワーク研修へも経験年数別に参加する等、職員
の研修体系を示しており、研修費用は全額当協会が負担
しています。
●心肺蘇生法及びAED操作の実技研修を実施し、安全管
理に努めています。
●自己研鑚のための自己啓発研修制度（有給職免）があ
り、講習会等の受講も可能なように配慮されています。
●施設点検日を活用して全職員対象の集合研修を実施
し、共通事項の理解を深める場として設定しています。な
お、参加できなかった職員には資料配布及びポイント説明
を行うことで対応（フォロー）しています。
●経理事務や運動指導実技等の職種別研修を実施し、ス
キルアップに努めています。

＜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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

経理事務や運動指導実技等の職種別研修など、専門的な
研修制度が充実しているほか、外部の教育制度が利用で
きる点は評価できます。
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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、副所長からのヒアリングの他研修資料、職員ミーティングなどの資料を確認しました。
＜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）＞

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）＞

29

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

＜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、副所長からのヒアリングの他、研修資料や業務日誌
を確認しました。
＜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）＞
●職員別に研修へ参加した場合は、資料等を事前に回覧
するとともに、ミーティングの際に適宜報告を行い、受講し
ていない職員の能力向上も促しています。
●各スポーツセンターで発生した事件・事故・トラブル等に
ついては、発生状況や対応方法が記載された資料を職員
が確認して情報を共有し、再発防止に努めています。
●外部のビジネスワーク研修・人権研修・指定管理関係研
修等を受講しています。
●業務日誌・Eメール・コンピュータ上の伝言板等に伝達事
項を記載し、出勤時の確認を徹底することで情報の共有化
を図っています。
●施設の所長をはじめ全職員は、事業計画に基づいた目
標共有シートを作成し、中間期に振り返り、そして年度末に
年間のまとめを上席者と伴に行い、目標達成に取り組みま
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）＞

実務研修だけでなく、キャリアアップのためにトーマツイノ
ベーション㈱のビジネスワーク研修等を受講しています。さ
らに目標管理制度により、質の高い人事考課が行われて
います。
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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

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）＞

＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
横浜市体育協会ではプライバシーマークの認証を取得しており、個人情報保護のための具体的な取扱い方法、留意
事項を記載したマニュアルが充分整備されています。

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）＞
所長などの職員は内部監査委員としての資格を持つなど、個人情報保護に関して充分な知見を持っていることが評価
できます。
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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
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
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、副所長からのヒアリング、不要書類溶解書類、シュレッダー、各コンピューターの状況を確認しました。
＜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、副所長からのヒアリングを行い、内部監査資料を確認しました。
＜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）＞

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）＞
所長、副所長からのヒアリングを行い、センター毎にコードがあり管理していることを確認しました。
＜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）＞
経理は横浜市体育協会が行っています。指定管理事業と自主事業、スポーツセンター会計とその他、各スポーツセン
ターは別のコードで管理されており明確です。

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？
※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、副所長からのヒアリングを行い、 管理方法に問題がないことを確認しました。
＜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、副所長からのヒアリングを行い、現場確認をしまし
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。
●事務局と施設間に光回線を使用したIP（インターネット回 （200字以内）＞
線利用）電話を導入し、通信費を削減しています。
●必要箇所以外の電灯は消灯（間引き）し、各階の男女ト
イレには人感センサーを取り付けることで節電に努めてい
ます。
●内部資料の印刷は、可能な限り裏紙を使用しています。
●プリントミスはもちろん、枚数により印刷方法（機器）を選
定するよう各職員に徹底することで、消耗品の削減に努め
ています。
●設備機器は、長寿命化が図れるよう専門業者による定期
的な保守点検を実施し、小破修繕で済むよう努めていま ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
す。
（200字以内）＞
●教室事業で必要な用具等は、購入前提ではなく近隣ス
ポーツセンターより借用し、共同で活用しています。
●事業系ゴミの経費節減のため、お客様へゴミ持ち帰りに
ご協力いただいてます。
一部のトレーニング機器については、購入の前に他のス
●各センター共通消耗品の事務局一括契約や月次執行 ポーツセンターより借用して、利用者の評価を検討するな
管理により、計画的な支出を実施しています。
ど、出費を抑える工夫をしています。

（５）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）＞
横浜市体育協会はプライバシーマークの認証を取得しています。また、適切な経理書類の作成、経理と出納の相互け
ん制、経理の明確な区分などの内部統制も高いレベルで実施されていることが確認できました。
＜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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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 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下
して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
所長、副所長からのヒアリングを行い、現場確認を行いまし
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。
●市健康福祉局で推進しているウォーキングポイント事業 （200字以内）＞
のリーダー設置及び健康スタンプラリーを行い事業の推進
に協力しています。
●区体育協会等、区内スポーツ関係団体と協働で「都筑
区スポーツネットワーク」を設立し、当施設が事務局を担っ
ています。
●こども青少年局の子育て家庭応援事業「ハマハグ」への
協力として、協賛認定施設として登録しています。
●健康福祉局の「優待施設利用促進事業」への協力とし
て、毎月2回、高齢者を対象にトレーニング室利用料金の
割引を実施しています。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
●区福祉保健課の「あいちゃんボランティア推進事業」へ （200字以内）＞
の協力として、毎月2回、登録者を対象にトレーニング室利
用料金の割引を実施しています。
●健康福祉局主催の「横浜シニア大学」に運動指導や講 「ハマハグ」への協力として多目的トイレのユニバーサルデ
ザイン化、空いている部屋での授乳協力などを実施してい
義の講師として職員を派遣しています。
●トレーニング室窓面に緑のカーテンを設置し、横浜市が ます。また、高齢者の健康維持、介護予防の観点から、「横
浜シニア大学」への運動指導など高齢者への健康管理を
推進する「緑のカーテン事業」に協力しています。
重視していることに加え、はまちゃん体操の普及啓発に努
めています。
＜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）＞

●高齢者の健康維持・介護予防の為、運動を通した健康
づくりが実践できるように高齢者向け健康体操「はまちゃん
体操」の普及啓発に努めています。
●疾病予防や健康づくり機能を拡充するため、健康増進
施設及び指定運動療法施設の認定を取得し、今後はス
ポーツ医科学センターと連携した運動療法事業を行いま
す。
●世界の子ども達へワクチンを支援するため、ペットボトル
キャップ募金に取り組んでいます。
●使用済み切手を収集し、医療協力活動やワクチンの提
供に寄与できる国際貢献活動に取り組んでいます。
●「さわやかスポーツ」をさわやかスポーツ普及委員会と協
働して区内の地域イベントなどで体験会を実施し、種目の
普及事業に協力しています。
●スポーツリーダー養成講座に講師として協力し、スポー
ツ指導者の育成に協力しています。

所長、副所長からのヒアリングを行い、現場確認を行いまし
た。
＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞

所長が横浜市スポーツリーダー養成講座に講師として協
力し、スポーツ指導者の育成に心掛けるなど、将来の体制
も考え行動しています。

＜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）＞
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