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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

仮安置室利用日数（日） 249 92

令和元年度 令和３年度

32,263,209

施設長１名、事業担当者７名

28

職員の退職状況
（人／年）

式室利用件数（件）

6 518

【事業実績】
項　　目 令和元年度

職員体制の内訳

31,532,749

平成30年度 備　考

30,776,131 32,210,556

1,051,787

年度協定書で定める指定管理料 30,776,131 20,173,944 32,263,20931,532,709

49

2,058,464

－

1,445,379 1,575,331

31,421,219

30,776,131

5,793,962

1,838,458

468,747 2,121,458

－

2,715,567 1,201,306

－ －

638,032

1,675,997

－

30,776,131 30,776,131

－

－

預金利子及びごみ処理券返還
金(平成29年度のみ）

1,268,053

20,626,66119,899,059

5,509,460 5,509,460

789,337

1,136,940

2,576,262

1,910,320

2,576,262

2,681,574

2,681,574

5,007,534

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

4 2

235

152

343 215

令和２年度

平成30年度は9月1日か
ら平成31年3月31日まで
大規模改修のため休館

0

令和元年度平成29年度 平成30年度

平成30年度は、9月1日から
平成31年3月31日まで大規
模改修による休館に伴い退
職者あり

備　考

－

237

令和２年度

19,633,640

28,956,487

47

29,581,682

40

1,651,303

31,532,709

－

－

－ －

－

区補助金

－

104

事業収入

－ －

平成29年度

30,779,619 20,173,978
平成30年度は9月1日から平成
31年3月31日まで大規模改修
のため休館したことによる減

195

0 0

32,263,256 32,210,556

【財務状況】
項目(単位：円）

258

指定管理料 20,173,944

令和３年度

0

正規

【職員体制】

港区葬祭業組合 募集方法

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

－

3,488 34

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

468,747 2,121,458 789,337

32,210,507

差引収支額

所管課港区立区民斎場やすらぎ会館
産業・地域振興支援部

地域振興課

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

3,118,813

524,728 441,633

30,310,872

19,438,157

18,052,520

12,652,736

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

施設名

平均年齢

非公募

令和３年度　指定管理施設検証シート

32,210,50730,776,131

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

単独

使用許可権限 ×利用料金制 ×対象外

別紙３
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・毎朝と使用後に巡回及び点検を実施し
ています。
・毎夕、火気関係等や場外施設等の点検
を実施しています。
・港区有施設安全管理業務実施要綱に基
づく日常点検を実施しています。
・昇降機維持保全業務標準仕様書に基づ
き、毎月エレベーター保守点検を実施し
ています。
・AEDの日常点検を実施しています。

法令を遵守し、適正な運営を行っています。
直近の労働環境モニタリングにおいて、書類
の不備等の指摘を受けましたが、すべて改善
済みです。

区の各種研修に参加し、職員に周知した
ほか、東京都葬祭業協同組合主催するセ
ミナーに参加しました。

施設等管理責任者を定め、適切な管理体制を
とっています。危機管理、利用者の安全・安
心や環境への配慮等に関する研修に参加し、
職員の意識の向上に取り組んでおり、評価で
きます。

利用者全員アンケートを実施し、利用者の要
望やニーズの把握に努めています。令和３年
度は94％の方が施設について「満足」もしく
は「やや満足」と回答しています。

毎月の作業報告書により、設備点検の状況を
確認しています。適正に維持管理がなされて
います。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

施設・設備の維持管理

施設の安全管理に関する体制が十分に整備さ
れています。常に施設の点検を行い、利用者
の安全・安心の確保に努めています。

・休日・夜間の連絡体制を確立し、危機
管理基本マニュアルに沿った対応を行い
ます。
・事故発生時は、事件事故等緊急情報連
絡票で速やかに報告しています。
・防災訓練を実施しています。

設備の異常時には速やかに業者に対応させて
おり、利用者の安全の確保に努める意識の高
さが認められます。また、事故発生の際は区
への報告等迅速に対応しています。新型コロ
ナウイルス感染症の感染防止についても、国
や都の方針を踏まえ、適宜対応します。

日常・定期清掃を丁寧に行い、各設備の
保守管理契約、不具合に対し迅速な対応
等、施設の保全に注意を払っています。

管
理
運
営

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

直近の第三者評価（平成30年度）と財政
援助団体監査を受け、何れも適切に運営
されているとの評価を受けました。

直近の第三者評価において、事業計画の実行
状況はＳランク（非常に良い）の評価を得て
おり、引き続き、適切な管理運営がなされて
います。

設置していませんが、施設運営について
の課題等については組合員一同で協議
し、対応するよう努めています。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

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

利用者全員に無記名アンケート用紙及び
返信用封筒を配布し、返信のあったご意
見等はモニタリング時に確認・検討し、
対応できる事項についてできる限り実施
しています。

葬送の概念が変化してく中において、ど
のようなニーズにも対応し、利用者及び
担当葬儀社が安心して利用できる環境を
整えています。

やすらぎ会館設置当初から管理運営業務に携
わってきた実績と、斎場に関する豊富な知識
や経験をもとに、区民ニーズを踏まえた質の
高いサービスを提供しています。

項目

施設設置目的との整合性

基本協定書に基づき、利用者及び担当葬
儀社に対して利用申込等を公平に取り扱
うとともに、使用料の徴収など協定書を
遵守して対応しています。

第三者評価の実施状況

利用の申し込みに対して公平に受付を行って
います。また、定められた使用料に従い、適
切な使用料徴収をしています。

設置していませんが、アンケート等から施設
利用上の課題や要望等が見つかった場合、可
能な限り対応しています。

公共の福祉を第一に考え、基本協定書に
沿った管理運営を行っています。また、
毎月利用実績報告書を遅滞なく提出して
います。

港区葬祭業組合は東京都葬祭業組合意加盟す
る区内の事業者で構成された任意団体で、葬
儀に関する豊富な知識を兼ね備えています。
また、港区葬祭業組合に加盟する事業者は、
区民葬儀券取扱店業者であるため、従前より
簡素で低廉な葬儀を求める区民の要望に応え
るなど、社会的役割を果たしています。
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関係法令等の規定を遵守し、適正な管理運営
が行われています。

使用料金はすべて区の歳入都市、適切に会計
処理されています。また。毎月モニタリング
の際に、支出書類と通帳の支払い記録を突合
し、支払い業務が適切にされていることを確
認しています。

港区葬祭業組合の加盟事業者は特別区区
民葬義運営協議会が行う区民葬義事業に
協力し、区民葬義の周知等を通し、廉価
な葬儀を提供することで、区民の経済的
負担の軽減を図っており、地域への貢献
について支援を行っています。

港区葬祭業組合の加盟事業者のすべてが区民
葬儀取扱業者です。廉価な葬儀提供し、地域
への貢献に寄与しています。

・施設を使用していない時は随時消灯
し、省エネを心がけています。
・平成30年度の大規模改修に伴い、照明
を全てLEDに交換しています。
・エネルギー使用量を毎月区へ報告し、
使用量の増減に注意しています。

日頃から省エネに対する意識の高さが認めら
れます。引き続き光熱水費を抑制した運営を
するよう指導しています。

地域貢献

・個人情報を含む文書は、鍵付き戸棚や
引き出しに保管・管理しています。
・情報セキュリティセミナーを受講し、
職員の意識向上を図っています。
・文書の保存年限は港区文書管理規定に
準じています。廃棄処理は区役所で行っ
ています。

・管理運営及び会計経理の状況記録簿を
整備保管しています。
・管理運営経費報告書を提出していま
す。
・毎月モニタリング時通帳の写しを提出
しています。

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】
専門葬祭請負業者としての知識、情報、技術を生かし、指定管理者として利用者の
ニーズに応えるよう万全な体制で運営に携わっております。設備の不具合には迅速に
対処し、執行葬儀社の意見なども取り入れながら維持管理に努めています。また、新
型コロナウイルス感染症については、区の方針等に基づき、感染拡大防止に向けた対
応をします。今後も、満足度の高い施設として認められるよう努力し、運営に携わっ
てまいります。

関係する法令に基づき、適切かつ安全・安心に配慮した施設管理を行うとともに、丁
寧で公平な受け付け等の対応をしています。引き続き利用者に満足していただける斎
場として管理運営するよう、指導していきます。また新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の対応については、区の方針を踏まえた上で、各種感染拡大防止ガイドラ
インに基づいた対応を行っていました。引き続き基本的な感染防止対策を実施したう
えでの管理運営をするよう指導します。
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