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令和３年度　指定管理施設検証シート
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特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂とグループ化

使用許可権限 ×利用料金制 ×

差引収支額

所管課赤坂子ども中高生プラザ 赤坂地区総合支所管理課施設名

平均年齢

公募

修繕費

施設管理経費

その他

事業運営費

支出

職員人件費

光熱水費

11,092,689

5,250,243 5,467,640

116,286,752

86,079,608

115,912,146

86,290,158

指定管理料 122,800,651

指定管理料のうち区への返還額

提案時の指定管理料上限額

9,851,964 6,280,601 14,599,808

124,118,724

グループ化

職員数(人）

指定管理者

障害者雇用率
（令和　年　月）

指定期間

15

正規

【職員体制】

15

社会福祉法人　東京聖労院 募集方法

0

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

当法人の法定障害者雇用人数 14人／10人

210,598

区補助金

事業収入 352,890

124,148,724

【財務状況】
項目(単位：円）

861

17,676

80,241 75,544

942

平成30年度

126,101,318

7,291

67,423

令和２年度

87,857,431

117,142,147 102,396,237

125,804,178

557

4,337

125,424,911

297,140

館長1名、係長1名、主任3名、児童指導員22名、受付3名

215

平成29年度

126,694,426 123,011,249

職員の退職状況
（人／年） 10

令和元年度平成29年度 平成30年度

利用者数（単位：人）

13 37.430

【事業実績】
項　　目 令和元年度 令和３年度

職員体制の内訳

備　考

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

11 9

342

26,565

337 257

令和２年度

10 2

16,292,463

11,124,782

2,510,460 1,537,235

10,407,674 7,099,103 8,959,171

6,000,000

5,321,659 5,517,8885,646,989

8,197,220

23,028,674

21,162,267

6,000,000 6,000,000

1,414,670

5,081,010

6,000,000

10,744,239

770,415

5,581,650

2,846,468 4,356,315

125,415,211

107,856,261

117,571,000

30,000

118,360,000 118,360,402

6,000,000

9,700

5,485,354

79,638,93877,075,860

10,993,599 11,508,943

399,300

年度協定書で定める指定管理料 126,341,536 122,800,651 125,415,211125,804,178

備　考

116,789,000 128,201,000

39,575

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館日数（単位：日） 344 344

14,366

グループ活動回数（単位：回） 1,039

令和元年度

781

グループ活動参加人数（単位：人） 12,930

令和３年度

別紙３
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条例等関係法令に基づき、運営方針や業務日課、
年間行事予定等を明記した事業計画書を作成し、
計画的に遂行しています。児童健全育成の場とし
て設置目的に適合しています。

児童の健全育成という施設の設置目的に沿った運営、事
業を行っています。また特別養護老人ホームとの複合施
設として、世代間交流事業を定期的に実施しています。

第三者評価受審の該当年度ではないため、実施し
ていません。

第三者評価の受審年度は指定管理期間の中間年であるた
め、令和３年度は実施していません。

併設の高齢者施設と共催で、地域の青少年健全育
成関係団体、行政機関、幼・小・中学校、町会長
や民生・児童委員等地域関係者を招き地域懇談会
の開催を予定していましたが、新型コロナウィル
ス感染症感染拡大防止のため、書面開催といたし
ました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

区立施設の運営を行う職員としての自覚をもち、
適正・公平な運営を行う上での勤務規律、職務態
度を保持するよう徹底しています。施設内におい
て、年２回開催の第三者委員会、年２回開催の法
人オンブズマン会議を開催し事業運営の適正化を
図りました。

第三者評価の実施状況

特定の団体や利用者に偏ることがないよう適切・公平に
対応しています。また、苦情受付責任者、苦情解決責任
者を指定し、館内に掲示しており、迅速な対応を図って
います。

PTAや民生委員、区、警察署、消防署等が出席する地域
懇談会は書面開催でしたが、意見を集約のうえ、運営の
改善に活用しています。

情報管理

環境への配慮

会計及び指定管理料

【総合評価】

事
業
運
営

利用者アンケートの実
施状況

サービス提供の状況

職員体制及び職員の育成

中高生を対象とした「なんで～も委員会」、小学
生を対象とした「小学生なんで～も委員会」、乳
幼児保護者を対象とした「ご意見箱」の設置、行
事・活動終了時における参加者へのアンケートヒ
アリング調査等により、利用者の意見や要望を把
握し、運営や企画の改善に努めました

利用者のニーズに対応した事業、子育て支援、中
高生の居場所づくり、併設している高齢者施設と
の世代間交流の充実に努めました。また、新型コ
ロナウィルス感染症の対策を行いながら安全、安
心に過ごせる活動を検討し実施しました。

新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、利用者
のニーズを把握し様々な年代の利用者が楽しめる事業を
企画、運営しています。

項目

施設設置目的との整合性

指定管理者による運営状況の内容

【運営状況】

例年実施している地域との連携行事等は、新型コ
ロナウィルス感染症対策としてほとんど中止とな
りました。そのような中、地域懇談会を紙面にて
開催し、子どもたちの様子などお知らせすること
で地域との信頼関係の構築に努めました。

新型コロナウィルス感染症対策により事業が中止になる
中、地域懇談会を書面開催するなど、地域の福祉拠点と
して、地域住民と連携を取りながら良好な関係を構築し
ています。

職員の環境配慮意識の向上、節電、エネルギー使
用量や廃棄物の削減、資源の節約、再利用に努め
ました。加えて、文房具等消耗品購入に際して、
グリーン商品の購入を推奨しています。その他緑
のカーテンの育成、夏場の水遊びで使用した水を
再利用した「打ち水」等の環境学習にも取り組み
ました。

港区節電対策基本方針に基づく節電のほか、資源の節
約・再利用や「打ち水」等環境学習などへ積極的に取り
組んでいます。

地域貢献

施設・設備の維持管理

区の要綱・要領に基づき、施設・設備等の日常安全点検
を実施しています。開館時間中の見守りについて、怪我
が発生しやすいアリーナには職員配置を厚くするよう指
導しています。

新型コロナウィルス感染症対策の継続的な実施、
危機発生を想定した「緊急時対応マニュアル」等
に基づいた研修を実施し、利用者の安全確保等適
切な対応ができるよう努めました。併設の高齢者
施設と合同の防災訓練も定期的に行っています。

各種マニュアルの作成や、特別養護老人ホームや
町会との合同防災訓練の定期的な実施など、利用
者や地域住民の安全確保に取り組んでいます。

併設する高齢者施設との一体的な施設維持管理に
より、良好な室内環境の維持を図っています。開
設19年目を迎えたことから、設備等の修繕・改修
需要が高まっています。省エネの観点から節電等
にも取り組みました。

管
理
運
営 法人で個人情報保護方針を策定し、個人情報の取

得や利用・提供に関して徹底した管理策を講じて
います。平成２２年には、法人としてプライバ
シーマークを取得し、更新・継続をしています。

計画的かつ適正な経理と管理に努めました。四半
期ごとの執行状況について、所管課へ報告を行い
ました。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

法人独自で取得しているプライバシーマークの取得に基
づき、厳格な個人情報等の管理がおこなわれています。
個人情報管理担当の職員を配置し、責任を持って適切に
管理されています。また職員へは定期的な研修を行うこ
とにより、個々の職員においても管理意識は浸透してい
ると考えます。

施設・設備等の日常安全点検実施は勿論のこと、
開館時間中は、職員が随時館内を見回り、児童の
見守りを行いました。全職員が上級救命講習を受
講することを義務付け、応急処置ができる体制確

四半期ごとの執行状況報告により、予算の執行状況につ
いて適正に行われています。

就業規則、給与等支給規程により、労働条件を定
め職員に周知しています。また、人事考課制度を
運用し、賃金や昇格などの処遇や任用上のルール
を明確にしています。

労働関係法令を遵守し、適切に対応しています。

教員免許、保育士等の資格、児童福祉施設勤務経
験を考慮した職員配置を行い、子どもの指導・相
談に多面的に対応をしています。職員の接遇や専
門知識の向上を図るため、館内外の研修参加やＯ
ＪＴにより育成を行いました。

研修等により、知識、技能の向上を図っており、利用者
サービスの向上が期待できます。また、学童クラブや児
童館事業等の業務遂行に必要な職員を適正に配置してい
ます。

寄せられた意見や要望に対し、施設の考え方、回答を随
時分かりやすく掲示しています。引き続き運営や企画の
充実を期待します。

併設の特別養護老人ホーム「サン・サン赤坂」と一括し
た施設管理を行っており、清掃や警備の状況を毎日確認
し、施設・設備の維持に努めています。

施設所管課による評価コメント
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所管部門評価

指定管理者自己評価
（セルフモニタリングの実

施状況等）

1.子どもたちを感染症から守りつつ、安全、安心して遊べるよう、実施事業は定員制・予約申込制にした
り、オンラインを活用するなど工夫しました。
2.併設する高齢者施設とは、それぞれが作成した作品を送りあうなど、コロナ禍のなかでの世代間交流の実
現に努めました。
3.分館である赤坂子ども中高生プラザ青山館と連携し、運営や職員育成などの面で研鑽を重ねました。
4.特別な支援が必要な児童の受け入れを通じて、様々な福祉ニーズに的確な対応を図りました。

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当初計画していたものの中止となった事業もありましたが、感染防
止対策を工夫して事業に取り組み、赤坂地域の児童健全育成の場としての役割を果たしています。また、併
設する高齢者施設との交流や赤坂子ども中高生プラザ青山館との連携にも積極的に取り組んでいます。今後
も条例や基本協定等の各規定を順守した施設運営、利用者からの意見を取り入れたさらなるサービスの向上
を期待し、施設所管課として指導します。
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