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97,987,434 128,062,826

施設長1名、副施設長2名(１名学童クラブ担当兼務）、学童クラブ担当職員6名（常勤4名、非常勤2
名）、

0

60,511

【基本情報】 （令和３年３月３１日現在）

開館日、開館時間 347日、3,644時間 347日、3,644時間

10

58,958

9 11 5

事業数 202

6,194

平成30年度

年度協定書で定める指定管理料 97,987,434 100,577,273 100,987,455

令和２年度 備　考

参加者からの実費収入

法人事務費

100,528,273

4,688,116

0

7,104,910 12,594,524

100,987,455

117,836,119

756,285

7,958,136

140,400

481,379

0

83,910,218

100,939,412

0

90,998,497

100,963,997

0

128,085,286

681,586

100,577,273

22,460

100,528,273 100,987,455

2,538,064

376,795

7,852,372

91,915,52475,405,526

131,980 198,440

10,249,167

151,740

787,049 1,345,069

4,134,709 2,537,216

2,335,119

4,636,893 5,172,9124,824,364

0

10,365,753

9,795,914

2,517,855 2,518,441

804,445

5,136,431

令和２年度

平成28年度 平成29年度

備　考

令和元年度

1 4

320日、3,298時間

111,972

7

347日、3,644時間

2,265

334日、3,507時間

令和元年度

126,089 130,871

133 153

41,611

令和元年度

196

48,700

5,226 3,539

101,364,250

【財務状況】
項目(単位：円）

登録数

196

39,753

要望・苦情件数

参加者数

平成28年度

98,386,894 100,769,023

職員の退職状況
（人／年） 2

平成30年度平成28年度 平成29年度

利用者数 133,214

399,460

0

55

グループ化

職員数(人）

平成29年度

101,695,697

5,550

29,188

0

731,700

0 0

581,750

【事業実績】
項　　目 平成30年度 令和２年度

職員体制の内訳

備　考

1 1

指定管理者

障害者雇用率
（令和2年6月）

指定期間

19

正規

【職員体制】

19

公益財団法人　児童育成協会 募集方法

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

4024

区補助金

0

事業収入

0

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

3,098,476 1,993,379 8,978,703

128,062,826

差引収支額

所管課麻布子ども中高生プラザ 麻布地区総合支所管理課

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

184,140

8,401,893 7,616,658

94,252,185

77,939,491

98,231,807

82,284,345

指定管理料 100,187,273

0 0

施設名

平均年齢

公募

令和２年度　指定管理施設検証シート

128,062,82697,987,434

平成26年9月1日から平成32年3月31日まで

収
支

(

実
績
）

その他

収入

利用料金

単独

使用許可権限 ×利用料金制 ×1.08

別紙３

- 1 -



施設所管課による評価コメント

令和２年度も、利用者の安全管理を第1
に適正な職員体制づくりを行いました。
閉館期間中は在宅勤務を取り入れるなど
柔軟な職員体制を実施しました。職員育
成に関しましては、日常業務におけるト
レーニングと共に、55回の外部研修と2
回の内部研修に延べ242名の職員を参加
させ、職員の専門技能の向上に努めまし
た。

業務遂行に必要な職員を適正に配置していま
す。職員評価の仕組みをより強化し、職員一
人ひとりの課題や特性の把握に努めていま
す。

利用者アンケートだけではなく、地域協力者
へのアンケートを実施するなど、日頃から率
直な意見を聞く体制が組まれています。

【運営状況】

管
理
運
営

指定管理者による運営状況の内容

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2年度は実施し
ておりません。

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、令和元年度は実施しておりま
せん。

地域懇談会は毎年２回実施していました
が、令和２年度は新型コロナ感染症拡大
の影響を受け、書面での報告に止め、す
べて中止にしました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

令和２年度の４月～６月は、新型コロナ
感染症拡大の影響で一般来館の受け入れ
を中止しましたが、各世代を対象にした
様々なオンラインプログラムを実施する
ことで、来館しなくてもサービスが受け
られる取り組みを実施しました。

子育てひろば事業、児童館事業、学童クラブ
事業がそれぞれ重点項目を設定し、よりよい
事業運営に取り組んでいます。また、オンラ
インプログラムを実施するなど、安全に配慮
したサービス提供を実施ています。

項目

施設設置目的との整合性

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

令和２年度は、民生児童委員や町内会、
高陵地区委員会、学童クラブ保護者等、
地域協力者を対象にアンケートを実施し
ました。このアンケートでは日頃地域の
中で様々な子育て支援に関わっている
方々から、麻布地域の子育て環境の現状
と今後必要だと思う取り組みを聞いてみ
ましたが、これにより、地域における麻
布子ども中高生プラザの役割をより明確
にすることができました。

令和２年度は、新型コロナ感染症拡大の
ため数か月間、一般来館の受け入れを中
止しましたが、この期間、オンラインプ
ログラムを中心に「来館しなくてもサー
ビスが受けられる」よう様々な事業展開
を行いました。また開館してからは、感
染症に対する危機感の個人差に考慮し
て、安全の見える化を行い、誰でも安心
して利用できるよう配慮いたしました。

第三者評価の実施状況

様々な世代、様々なニーズを持つ児童が自由
に利用できるよう配慮し、施設利用者や事業
参加者が偏ることのないよう、新型コロナ感
染症対策を行いながら、公平に運営していま
す。

令和２年度は新型コロナ感染症対策から、書
面での報告となりましたが、地域に開かれた
施設運営をめざしています。また、利用者主
体の事業運営にも積極的に取り組んでいま
す。

条例等関連法規に基づき、目標達成のた
めに事業毎の年度目標を定め、計画的運
営を行っています。令和２年度は指定管
理期間更新の１年目にあたるため、令和
６年度までの中期目標を定め、それに
沿って年度の重点目標と設定し、計画的
な事業運営を行う事ができました。

事業計画書を作成し、施設の設置目的にあっ
た事業が行われ、麻布地区の児童の健全育成
を図っています。
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「港区個人情報保護条例」を遵守し、個人情
報の適切な管理が行われています。担当職員
が港区セキュリティーセミナーを受講してお
り、職員への周知も適切に行われています。

毎日ヒヤリハット会議を実施、日常的な
安全管理に努めています。加えて令和２
年度は、コロナ禍での施設運営となった
ため、感染防止対策として毎日4回の消
毒タイムを設けると共に、飛沫防止シー
トの設置、来館時の検温と手指消毒を実
施しました。また、事業運営に関して
は、港区のガイドラインに沿って、運営
方法を定め、安心安全な施設運営に取り
組みました。

労働基準法や就業規則遵守して、業務に
従事しています。令和２年度は法人全体
で「ハラスメント・コンプライアンス
ホットライン」を設置し、全ての職員か
ら職場環境や労働条件に関する、苦情や
要望等を聞き取れる体制づくりを行いま
した。またコロナ禍における職員のメン
タルヘルスに配慮するため、全職員を対
象にした「ストレスチェック」や「ヒヤ
リング」を実施しました。

平成27年度に「労働環境モニタリング」を受
けた後、引き続き労働関係法令を遵守し、適
切な対応をしています。

修繕すべき箇所を発見した場合には速やかに
対応しています。同建物内のありすいきいき
プラザと連携を図り、常に良好な状態が保た
れるように適切に対応しています。

ＥＭＳ担当職員を配置し、職員全員で
「港区環境マネージメントシステムハン
ドブック」を元に環境配慮行動に取り組
んでいます。また令和２年度は新型コロ
ナ感染症拡大の影響で、児童を対象にし
たキャンプ等の環境学習プログラムは中
止となりましたが、例年実施している
「米作りプログラム」や代替えプログラ
ムとして「Ｄａｙキャンプ」を実施し、
体験の保障に努めました。

エネルギー使用量を定期的に確認し、環境に
配慮した運営を行うとともに、子ども達のた
めの環境学習プログラムにも積極的に取り組
んでいます。

施設・設備の維持管理

区の要綱・要領やマニュアルに基づき、適切
な安全管理を行っています。
区が実施する「区有施設安全管理講演会」を
受講しています。

令和２年度も「港区危機管理基本マニュ
アル」、「麻布子ども中高生プラザ危機
管理マニュアル」等に従って、研修及び
訓練を実施し、職員の危機管理意識を高
めています。また学童クラブ児童に対し
ては毎月避難訓練を実施しました。消防
設備に関しては、職員が毎月１回排煙窓
の作動状況を確認すると共に、その他の
設備に関しては専門業者による点検を実
施しました。

毎日の施設安全点検や訓練、子ども達の防災
教育にも積極的に取り組んでいます。建物内
の本村保育園、ありすいきいきプラザと合同
で避難訓練を行い実際の災害時対策に活かせ
るよう連携しています。また大型台風時や新
型コロナウイルス感染症問題が起きた際は常
に迅速な対応が行われております。

開館時と閉館時にチェックシートを使用
し、毎日の点検を実施しています。ま
た、肋木やバスケットゴール等の運動器
具に関しては、年に一度専門業者による
保守点検を実施しています。

管
理
運
営

「港区個人情報保護制度」及び法人の
「個人情報保護に関するガイドライン」
に基づき、適正な情報管理に努めていま
す。令和２年度は特に、登録、受付関係
の整備を行い、情報管理体制の強化に努
めました。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

情報管理

環境への配慮
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四半期ごとの予算執行状況報告書により、適
切に会計処理が行われていることを確認して
います。また事前に協議をしたうえで予算計
画の変更を行っているため適切に指定管理料
を経理していることを確認しています。

令和２年度は、コロナ禍の影響ですべて
の地域行事が中止になったため、直接的
な地域貢献は行う事が出来ませんでし
た。しかし、児童へ対応や、地域協力者
へのアンケートを実施することで、学校
や保育園、民生児童員と連携を強化しま
した。

地域に開けた施設を目指し、児童への適切な
対応を行うために、関係機関と連携を取りな
がら取り組んでおります。地域と良好な関係
を築いています。

地域貢献

管
理
運
営

計画的かつ適正な経理管理に努めていま
す。法人本部と連携し、毎月の予算執行
状況を港区に報告すると共に、四半期毎
に伝票等を港区に提出し、チェックを受
けています。また、令和２年度はコロナ
禍の影響で、中止や変更を行う事業が多
くありしましたが、港区と協議のうえで
予算計画の変更を行い、スムーズな予算
執行を可能にしました。

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）

会計及び指定管理料

【総合評価】
令和2年度の総入館者数は60,454人で、令和元年度から51,518人減少しました。この入
館者の減少は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、3/2～6/30の期間、児童館の
一般利用が中止になった事、一般来館再開後も利用人数の制限、プログラムの変更、自
粛要請等を行った事が要因です。このように令和２年度は、コロナ禍という異常な状況
下での施設運営となりましたが、港区との連携をより密にしながら、利用者の安全と児
童にとって有効な体験の保障とのバランスに配慮しながら事業運営を行う事が出来たと
考えています。しかし、令和２年度後半の利用者数を見ると、コロナ禍において低下し
た居場所機能は、現状においても完全に回復していない事が判ります。コロナ禍におい
ても、子どもの育ちに必要な体験を全ての児童に保障する居場所づくりは、地域におけ
る健全育成の拠点となる子ども中高生プラザの最も重要な役割と考えています。新型コ
ロナ感染症感染拡大の終息が見えない中、健全育成事業をどう継続していくのかが、今
後の大きな課題と考えています。

令和2年度は、新型コロナウィルス感染症拡大により、多くの制限を強いられた中での
運営ではありましたが、その中でも麻布地区の特色や幅広い世代のニーズにあった運営
が行っており、広く地域に親しまれる施設として認識されていると評価します。
施設の内部と外部両方に目を向け、地域全体を視野に入れた安全安心への取組み、更な
る利用者サービスの向上につながることを期待します。
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