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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館数（日） 356 356

43,475

各種教室・事業実施回数（回 4,247

令和元年度

4,217

各種教室・事業参加者数（人 40,229

令和３年度 備　考

180,039,000 190,947,500

8,841,668

年度協定書で定める指定管理料 179,150,780 180,762,639 186,718,794184,384,835

11,197,740

29,365,700 39,619,327

186,718,794

186,572,650

180,869,000 181,375,000 181,696,000

21,542,000

41,574,361

92,183,07589,226,558

16,235,659 15,072,428

1,101,666

14,513,062

8,804,700 6,473,139

-479,473 -3,052,357 2,360,360

19,356,000

12,685,310 11,884,57312,405,883

4,051,365

12,083,295

15,882,702

19,512,000 20,489,000

8,802,280

9,423,914

20,500,000

15,035,022

8,000,080

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

0 1

356

65,349

353 295

令和２年度

1 0

常勤職員（社員）12名のうち、5名は赤坂地区内3館を兼務し、効率的なシフト体制を組んでいます。
コア館である青山いきいきプラザに統括責任者と運営責任者、その他の館に運営責任者を配置しています。
受付業務等職員の補助としてシルバー人材センターに10名業務を委託しています。

21

平成29年度

179,150,780 180,762,639

職員の退職状況
（人／年） 1

令和元年度平成29年度 平成30年度

利用者数（人）

21 6033

【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

112,076

令和２年度

86,568,380

182,024,475 174,635,499

184,384,835

3,224

24,887

186,718,794 187,674,316

【財務状況】
項目(単位：円）

4,467

42,037

120,001 116,740

4,340

平成30年度

184,384,835

33,943

区補助金

事業収入

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

12

正規

【職員体制】

12

株式会社ピーウォッシュ・太平ビルサービス株式会社共同事業体 募集方法

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

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

4,022,810 1,576,789 6,251,799

187,674,316

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

14,566,212

40,283,262 41,330,056

179,630,253

83,987,919

183,814,996

87,198,565

指定管理料 180,762,639

令和３年度　指定管理施設検証シート

187,674,316179,150,780

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

収
支

(

実
績
)

その他

収入

利用料金

赤坂地区いきいきプラザ（赤坂、青南、青山）でグループ化

使用許可権限 ×利用料金制 ×
株式会社ピーウォッシュ3.66％（R3.6）

太平ビルサービス株式会社2.88％（R3.7）

差引収支額

所管課赤坂地区いきいきプラザ（赤坂、青南、青山） 赤坂地区総合支所管理課施設名

平均年齢

非公募
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「情報セキュリティセミナー」等区が実施する研修を受講し、個
人情報等の重要性が職員に認識されています。個人情報が記載さ
れた書面は勿論のこと、その他の業務関連書類についても適切に
管理されています。

区有施設等安全点検及び報告、日常安全点検を実施してい
ます。また、定期的に館内巡回を行い、利用者の体調不
良、不審者、不審物の早期発展に努めました。

四半期毎の執行状況報告により、予算の執行状況について適正に
報告しています。また、指定管理業務の経費にかかる関係書類
も、適切に整理及び保管がされています。

労働基準法及び社内就業規則を遵守して業務に従事してい
ます。

労働関係法令を遵守し、適切な運営を行っています。また、執務
室内の環境も良好に保たれています。

統括責任者、運営責任者、管理責任者を配置し、指示系統
を明確にしています。また、3館を兼務する職員を配置し、
効率的かつ情報共有できる体制をとっています。各種マ
ニュアルを作成し、研修を実施して職務スキルを高めサー
ビスの向上に努めています。

統括責任者、運営責任者、施設管理責任者を配置し、適切な管理
体制で運営をしています。また、地区内３館を兼務する職員を配
置することで、円滑で効率的な運営に寄与しています。さらに人
事育成計画を作成し、職員研修の実施等、職員のスキル向上に努
めています。また、地域の就業状況の活性化を推進するため、シ
ルバー人材センターも活用しています。

各事業終了時に参加者アンケートを実施し、次回以降の事業の改
善に取り組んでいます。また、館内にご意見箱を設置したり、
困ったことが気軽に館のスタッフへ相談をできる体制を取ってい
ます。

日常安全点検や設備の定期点検を実施し、不具合があった場合に
は速やかに修繕等の対応が行われています。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

例年地域との交流事業を行っていましたが、コロナウイル
ス感染症の影響もあり今年度は、近隣アパートへの出張講
座のみの開催となりました。また、来館いただいた高齢者
の健康状態を観察し、無理なく健康維持向上できるよう取
組みました。

利用者やコロナ禍のニーズに合わせた事業の実施をしたほか、利
用者の健康状態を考慮した新規事業などを取り入れました。ま
た、声掛けなども積極的に行い、地域高齢者の健康状態向上に寄
与しました。

「港区環境方針」に基づき、照明や空調をこまめに調整す
る等の省エネに取り組み、不要電池や古着の回収、ゴミの
分別等のリサイクル活動を実施しています。

冷暖房、水道、照明等の使用について、常に節約・節減に取り組
み、施設のエネルギー使用量の集計・報告も適切に行われていま
す。

地域貢献

施設・設備の維持管理

区有施設等の安全管理講習会やエレベーターの安全管理セミナー
等を受講し、日々の安全管理に反映させています。

緊急対応マニュアルを基に研修を実施し、事務所内に緊急
対応フロー図を掲示し、日頃から危機管理対応のシミュ
レーションを行い、迅速な対応ができる体制を整えていま
す 。

自然災害や感染症対策マニュアル等、緊急時対応用の個別マニュ
アルを作成し、災害発生時には、利用者等の避難誘導、関係機関
への連絡等について適切な対応がとれる体制を築いています。

管理責任者を配置し、法令に基づく定期点検のほか、施設
の現状把握及び維持管理を行っています。また、突発的な
不具合が発生した際は、利用者の安全を第一に考え早急に
対応しております。

管
理
運
営

「情報セキュリティセミナー」の参加や情報安全対策手順
等のマニュアルにより情報管理の重要性を理解し運営に携
わっています。個人情報は、所定の施錠された書庫で管理
しています。

年度予算及び月別予算を作成し、四半期毎に執行状況表を
区に提出しています。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

指定管理者による運営状況の内容

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）

情報管理

環境への配慮

会計及び指定管理料

【総合評価】
運営方針に沿った年度目標を立て、施設運営に取り組みました。地域高齢者がいつまで
も元気にいきいきと自立した生活が送れるよう、コロナウイルス感染防止対策を講じ
て、様々な事業や講座を実施しました。コロナウイルス感染症の影響により昨年度は利
用者が減少しておりましたが、積極的に利用者とコミュニケーションを図ることで、利
用者数も増加し教室事業については昨年度より9,000人程参加者が増えております。

新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業の中止及び延期がありましたが、コロナ禍で実施
できる事業を行い、利用者の満足度を得ていることが評価できます。また、利用時間及び利用料
金変更や、キャッシュレス決済の導入による支払方法拡充による対応時なども、迅速かつ丁寧に
対応しています。今後も区民の皆様にとって安全安心な施設運営を行い、さらなる利用者サービ
スの向上に努めるよう指導していきます。

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

利用者満足度調査を年1回、各個別の事業終了時には参加者
にアンケートを実施しました。
貸部屋の利用終了確認届に意見欄を設け、また館内にご意
見箱を設置し利用者の意見・要望を把握しています。

利用者と積極的にコミュニケーションをとることで利用者
ニーズを察知し、施設運営に反映させサービスの向上に務
めました。また、安心安全快適な施設環境の整備を心掛け
ました。

コロナ禍でも実施可能な新規事業を取り入れ、満足度向上に努め
ています。また、看護師の声掛けによる体調確認や、事業担当ス
タッフによる見守りにより、事故を防止する体制を整えていま
す。

項目

施設設置目的との整合性

令和3年度は第三者評価を実施しておりません。 平成30年度に第三者評価を実施し、評価結果に基づいた施設の運
営改善を行っています。

利用者や関係団体等との利用者懇談会を実施し、情報提供
や意見・要望を聞き取り、運営改善に役立てるとともに、
介護予防リーダー・サポーター、高齢者相談センター、ふ
れあい相談室と定例会を実施し情報交換を行いました。ま
た、隔月開催の赤坂地区運営会議や、赤坂地区高齢者支援
連絡会紙面会議に参加し情報共有を行いました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

公平平等で満足度の高いサービスを提供するために研修を
実施し、サービスの均一化や対応能力の向上に努めまし
た。職員が同じ意識を持って運営に携わっています。

第三者評価の実施状況

公の施設の心構えについて、職員の教育を徹底し、利用者からの
苦情も少ないことから、特定の団体に偏った対応をしない公平な
運営を行っていると考えています。

施設利用者や関係団体等の施設利用関係者で組織した利用者懇談
会を実施し、利用者の意見や地域の状況等を収集することで、地
区の交流や施設の適切な運営に役立てています。

施設設置目的・運営趣旨等を基に、運営方針、事業目標、
事業計画を策定し、業務を遂行しました。

所管課に提出された計画に基づいた事業が実施され、条例に定め
る基本方針に沿った運営が行われています。
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