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下記のとおり評価を行いましたので報告致します

記

評価者

評価調査者氏名

山 田 紀 子

柿　田　　登

神　戸　　理

対象事業所 港区エコプラザ

評価実施期間

訪問調査日

評価合議日

評価結果報告日



港区エコプラザ

A 評価項目を実施している

B 評価項目を実施しているが十分ではない

C 評価項目を実施していない

通
番

事業者
自己評価

評価機関
評　価 事業者コメント 評価機関講評

1 ①　理念が明文化されている。 A A

港区の基本計画に則り、理念につい
て明文化した提案書を作成してい
る。

2
②　理念に基づく基本方針が
確立され明文化されている。

A A

港区の基本計画に則り、基本方針
について明文化した業務基準書を
作成している。

3
①　理念や基本方針が職員に
周知されている。

A A

新規職員には本部で新人研修を行
い、当館の運営にあたっての理念や
基本方針について説明を行ってい
る。又、毎年目標管理シートを作成
し、社内事業部の目標と事業計画に
記載した目標が記入されている。

4
②　理念や基本方針が利用者
等に周知されている。

A A

区の条例に規定されている理念や
基本方針をあらゆる年代に理解して
いただけるよう当施設作成のホーム
ページで周知が図られている。また
館内展示により来館者への周知を
図っている。

5
①　中・長期計画が策定されて
いる。

A A

提案書を基に、五か年計画を策定し
ている。又、区の環境基本計画が令
和3年度に改定されることもあり、必
要に応じて毎年度見直しを行うもの
としている。

6
②　中・長期計画を踏まえた年
度事業計画が策定されてい
る。

A A

五か年計画や区の環境基本計画、
運営状況に合わせて年度毎に事業
計画書を作成している。

7
①　達成すべき目標が定めら
れ、取り組むべき課題が明示
されている。

A A

講座のアンケートや来館者のモニタ
リングを参考に、事業計画書に施設
全体での取組を明示している。

8
②　目標達成に向けた具体的
な計画が策定されている。

A A

年度毎に事業計画書に具体的な計
画を明示している。

            評 価 項 目 に 対 す る 講 評

(２）　理念や基本方針が周知されている。

Ⅰ　基本方針と組織

　　Ⅰー１　理念・基本方針

評価項目

（１）　理念、基本方針が確立されている。

（１）　中・長期的な計画が策定されている。

　　Ⅰー２　計画の策定

法人は教育（エデュケーション）と娯
楽（エンターテインメント）を融合させ
たエデュテインメントの創造を理念に
掲げています。施設はこの法人理念
のもと、区の目指す環境像の実現に
寄与するため、「つなげる、つなが
る、みらいを拓く」を基本理念に掲げ
て活動しています。

職員が毎年申告する目標管理シー
トには、法人の経営理念としての「エ
デュテインメントを通じて、人生をより
前向きに、より豊かに！」が明示され
ており、各人に周知されています。
施設のホームページは日本語以外
に３ヵ国語に翻訳されており、区民
が気軽に集まり環境について理解を
深める場であること、大人も子どもも
環境について学ぶことができる場で
あることが明示されています。「学び
たい」「活動したい」気持ちに合わせ
て環境について考えられる場所と
なっています。

平成３０年度に第一期の５ヵ年計画
が策定されました。三つの基本方針
「きっかけの提供」「一貫した環境啓
発事業の実施」「区民人材の育成」
が掲げられ、令和元年度事業計画
に繋がっています。令和元年度運営
方針では、「さらなる来館者増」と「団
体利用の拡大と、ボランティア育成」
の二つを重点方針として掲げまし
た。

事業は講座部門と展示部門に大別
されており、今年度は１１８本の講座
と２６本の展示が計画されました。利
用者に好評なイベントは毎年実施し
ていますが、約４割は新規の講座や
展示となっています。今年度はコロ
ナ禍の影響で、中止ないしは縮小と
なったイベントがあります。

（２）　計画が適切に策定されている。



港区エコプラザ

通
番

事業者
自己評価

評価機関
評　価 事業者コメント 評価機関講評評価項目

9
①　備品管理を含めた施設運
営計画が策定されている。

A A

備品管理や施設運営については、
業務基準書で策定されている。

10
②　運営内容について計画の
評価・見直しが柔軟に行われ
ている。

A A

講座でのアンケートや年一回の利用
者アンケートを実施し、事業計画の
見直しを行っている。月に一回の責
任者会議を行い日々の状況の把握
から、必要に応じて見直しを行って
いる。又、今年度は、コロナ禍により
４月及び５月は施設が閉鎖となって
いた。そのため、計画されていた展
示、イベント及び講座が中止となっ
た。区と協議のうえ「再開の手引き」
を作成し、区民の安心・安全を最優
先に決定したものであるが、講座を
一部オンライン受講とするなど工夫
をして目標達成や計画の実現を図っ
ていくこととした。

11
①　管理者は自らの役割と責
任を明確にし、職員に表明して
いる。

A A

業務分掌を作成し、共有を行ってい
る。

12
②　遵守すべき法令等を正しく
理解するための取組を行って
いる。

A A

個人情報保護や情報セキュリティの
研修を行い、最新の情報収集を行
い、マニュアルの整備を行っている。

13
①　業務の質の向上に意欲を
もち、その取組に指導力を発
揮している。

A A

期首に行われる施設責任者会議で
会社や所属の事業部の目標・重点
課題を共有し、又、弊社で運営して
いる他施設の責任者とも交流を行い
情報交換を行っている。
本部主導のマネイジメント研修に参
加し、指導力の向上を図っている。
又、施設内で責任者会議を毎月行
い、職員の状況を把握し、日常的に
職員とコミュニケーションを取り、指
導を行っている。

14
②　経営や業務の効率化と改
善に向けた取組に指導力を発
揮している。

A A

他施設での運営実績を踏まえ、当施
設に合う仕組みに変えたり、区有施
設の職員として必要な指導を行って
いる。又、環境に関するシンポジウ
ム等に積極的に参加を行い、事業
の方針など日々協議している。

（３）施設運営についての計画が策定されている。

館長と２名の副館長の正規職員の
ほか、企画広報担当・コンシェルジュ
等の年度契約職員数名で構成され
ており、各業務ごとに主担当者が決
められ、業務内容が明記されていま
す。個人情報保護や情報セキュリ
ティのマニュアルが整備されており、
研修等を通じて職員に周知されてい
ます。

当施設の設置目的が、区民が環境
の保全に関する理解を深めることに
より、環境への負荷の少ない生活文
化の形成に寄与することである事
を、館長は充分に理解しています。
公営施設である事を踏まえ、区民の
利用に際しては公平かつ公正な取
扱いに努め、多種多様な環境への
取組に応えるべく、事業展開を行い
環境保全活動の拠点化を進めてい
ます。講座の企画運営マニュアルを
今年度改訂し、講座の入れ替えも実
施しました。事務処理についても施
設にあった仕組みに変更しました。

備品管理や施設運営については施
設の管理運営業務基準書に定めら
れており、環境学習施設として健全
に運営されています。運営内容の見
直しは柔軟に行われており、本年は
１１/２０～１２/２０にかけて来館者ア
ンケートを実施しました。来館目的や
施設を知った理由、講座参加経験の
有無、興味のある環境分野などにつ
いて調査しています。今年度は魚や
昆虫など生体展示が好評を得てお
り、利用者アンケートの結果は翌年
度の新規取組内容に反映されてい
ます。公設民営施設であるため区の
指導の元での運営ですが、４月～５
月にかけてはコロナ禍の為休館と
なっていました。その後、ソーシャル
ディスタンスや衛生管理、健康管理
等の運営ルールを新たに定めて
徐々に再開しましたが、一部講座な
どはオンラインでの開催となってい
ます。

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰー３　管理者の責任とリーダーシップ



港区エコプラザ

通
番

事業者
自己評価

評価機関
評　価 事業者コメント 評価機関講評評価項目

15
①　事業経営をとりまく環境が
的確に把握されている。

A A

所管課より港区内の情報について
迅速な通達があり、又、施設側から
も必要に応じて連絡をとり把握に努
めている。
社内においても、本部担当者をはじ
め、支援課やシステム課など情報共
有を行っている。

区の所管部署からの通達等の情報
は社内ネットワークの共有フォルダ
で職員に開示されており、重要な案
件については印刷資料としても回覧
しています。法人本部からの情報も
同様に共有フォルダで閲覧すること
ができます。

16
①　管理費、事業費は本事業
用の口座で管理している。

A A

指定管理業務用に本社が契約して
いる銀行の施設専用口座を開設し、
そちらで管理を行っている。

17
②　運営経費は事業科目ごと
に支出している。

A A

SAPシステム（会計システム）で管理
して毎月原価・売上一覧表を作成し
て事業費目ごとに運営費を管理して
いる。

18
③　帳簿や伝票等の経理書類
は適切に整理、作成している。

A A

SAPシステム（会計システム）で管理
している。伝票、請求書・領収書等
の原本は本部で管理している。施設
ではコピーを用意しており二重に管
理をしている。

19
④　経理責任者が明確で、複
数人数でチェックしている。

A A

2名いる内の1名の副館長が総務・
経理責任者となっている。費用が高
いものに関しては館長が決裁を行
う。又、SAPシステムによる承認制度
があり、3重の承認（①業務支援課、
②事業部長、③本社経理）が必要と
なっている。

20
⑤　経費削減のための努力を
行っている。

A A

高額の経費の場合は3社以上の相
見積を実施。消耗品は価格が安いも
のを購入している。光熱費などは、
港区のEMSの基準に沿った設定温
度で管理することに努めている。

21
①　事業所が求める人材の確
保ができるよう工夫している。

A A

様々な媒体の活用や会社独自の求
人サイトを運営しており、人員確保を
行っている。また地域の事業所（シ
ルバー人材センター）の活用を行っ
ている。本社担当、施設職員も採用
試験に加わり、現場目線で人材の採
用にあたっている。

22
②　事業所の状況を踏まえた
人材構成や配置に努めてい
る。

A A

業務分掌を元に業務分担を行い、施
設の安全運営に努めている。又、年
度毎に見直しを図っている。

複数の民間求人サイトやハローワー
ク等を通じて必要な人材の確保を
行っています。応募者に対する一次
試験は当施設で職員も参加して行
い、適性等の判断をしています。二
次試験は法人本部で実施されてい
ます。夜間受付業務の人員募集に
当たっては区内のシルバー人材セン
ターでの募集なども行っています。

（２）会計管理を適切に行っている。

（１）　状況に則した人材確保と配置が行われている。

（１）経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅱ－２　人材の確保・育成

Ⅱ　組織の運営管理

基幹業務をサポートするシステムが
法人本部に導入されており、財務・
会計処理は全てこの統合型情報処
理システムで行われています。電気
や紙の使用量、ゴミの排出量等は区
の環境マネジメントシステムに則っ
て毎月報告されており、適性に管理
されています。



港区エコプラザ

通
番

事業者
自己評価

評価機関
評　価 事業者コメント 評価機関講評評価項目

23
①　就業状況を把握し、安心し
て働き続けられる職場づくりに
取り組んでいる。

A A

半期ごとにヒアリングを行っている。
又、少数での勤務のため、館長と1
対1の勤務になることもあり、日ごろ
からコミュニケーションを取って状況
把握に努めている。

24
②　職員間の良好な人間関係
構築のための取組を行ってい
る。

A A

各自がコミュニケーションを取れる環
境づくりに努めている。会社の方針
としてもアットホームな職場づくり、
「学びの中に楽しむこと」ということが
あり、それに共感を持つ人材が勤務
している。

25
①　職員の教育・研修に関す
る基本姿勢が明示されてい
る。

A A

職員の教育・研修の方針について
は、提案書に明記している。
新入社員に関しては、社会教育研修
及び個人情報研修、必要に応じて救
命救急講習を受けている。又、施設
ごとの研修計画や、本社主導の研
修も実施されている。

26

②　個別の職員に対しての教
育・研修計画が策定され、計
画に基づいて具体的に実施さ
れている。

A A

年度ごとに研修計画を策定し、行っ
ている。本社主導の研修も企画担
当・総務経理など研修を実施してい
る。

27
③　定期的に個別の教育・研
修計画及び実施の評価・見直
しを行っている。

A A

各自が目標管理シートに則って行動
し、上期、下期で振り返りを行ってい
る。

28

①　緊急時（地震、火災、事
故、感染症の発生時など）の
利用者の安全確保のための
体制が整っている。

A A

年2回の避難訓練を実施している。
火災や大きな地震が発生した際に
利用者の安全を確保する際の一時
避難場所の誘導を全職員と情報共
有している。

29
②　利用者の安全確保のため
にリスクを把握し対策を実行し
ている。

A A

年1回の本部主催で各施設の「安全
監査」を実施。各館が安心・安全に
運営できるように指導がある。また、
施設内の危険な場所は職員で共有
している。（危険個所の例：床が木材
のため「ささくれ」が危険である。裸
足で走り回る児童がいる場合、即刻
注意喚起を実施。）

職員に対して半期毎に館長及び法
人エデュケーション事業本部の担当
者によるヒアリングが行われており、
安心して働き続けられるように取り
組んでいます。法人では、人生を楽
しく前向きに生きるための手助けの
精神が重要視されており、利用者の
みではなく、職員に対しても同様に
向き合っています。館長と2名の副
館長のほか、現在は５名の契約社
員で構成されていますが、良好な職
場環境を通して、利用者に学びの楽
しさを伝えることが出来ています。

毎年１００本以上開催する講座の
内、約４割が新規講座となっていま
す。新しい情報や知識を得るために
は常にシンポジウムやフォーラムに
参加して、職員は自身の感性を磨か
なければなりません。春先は外部研
修を含めほぼ全てが中止されていま
したが、６月頃からオンラインでの研
修を含め、法人本部での基本研修、
選択研修や各種シンポジウム等も
再開されてきました。コロナ禍への
対策が最優先ですが、目標管理
シートに則って、職員は参加可能な
研修等があれば申請して参加し、見
聞を広めています。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

年2回避難訓練は休館日に行われ、
上階の住民と合同で取り組んでいま
す。火災や大地震発生時には、それ
ぞれの場面を想定した対応としてフ
ローチャートが作成され、職員に分
かりやすく掲示されています。年1回
の法人本部による安全監査では、各
部屋の備品の配置や掲示、危険個
所等の、検討が必要な場面が写真
で指摘され、職員間で現状の再認識
や改善点を話し合い、共有するよう
にしています。今年度は、コロナ禍
への対策もあり企画書にリスク管理
欄が新たに設けられたことで、利用
者がより安全に活動できるようにし
ています。

（１）利用者の安全を確保するための取組が行われている。

Ⅱ－３　安全管理

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。



港区エコプラザ

通
番

事業者
自己評価

評価機関
評　価 事業者コメント 評価機関講評評価項目

30
①　事業所の有する機能を生
かした地域貢献の取組があ
る。

A A

区内の学校の総合研究にあたって
の施設見学受入や、環境保全活動
についての相談を受けている。また
他区の自治体など施設見学や講座
の問い合わせの受入を行っている。
清掃事務所との共催で、古着の回
収などを行っており、近隣地域のリ
サイクル回収拠点となっている。

31

②  各種事業への参加者の
サークル化及び環境保全活動
に取り組む団体の開拓に努め
ている。

B B

一昨年と昨年度の事業で「本の交換
会講座」や本年度の「木工講座」参
加者など新規の呼びかけを行った
が、現在までの実績としてはない。

32
③　地域の関係機関との連携
が適切に行われている。

A A

「みなと環境にやさしい事業者会議」
と協働事業を行ったり、「みなと森と
水ネットワーク会議」の常設展の設
置などを実施している。港区内にあ
る環境啓発活動を行っているワンプ
ラネット・ペーパー®協議会とのシン
ポジウムや、港区の環境保全団体
（海塾）との展示などを行っている。
又、みなとリサイクル清掃事務所に
ついては、リサイクル回収や服の交
換会など協働事業も行っている。

33
④　地域イベント等に参加して
いる。

B B

コロナ禍により、例年参加していた、
近隣の施設で開催している神明プラ
ザフェスや港区主催のエコライフ・
フェアの出店が行えなかった。

34
①　利用者のプライバシー保
護に関する規程・マニュアル等
を整備している。

A A

社内での個人情報研修並びに個人
情報保護マニュアルが整備されてい
るが、港区での情報セキュリティに
ついての研修も受けており、情報安
全対策実施手順書を作成している。

35
②　利用者満足の向上に向け
た取組を行っている。

A A

年に1度来館者アンケートや講座ア
ンケートを実施し利用者の求めてい
ることを分析し、実践できるものなど
を取り入れた施設の運営や講座を
企画している。又、他自治体で運営
している環境施設との情報交換や実
際に講座に参加するなどの取組を
行っている。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

施設では、「低炭素社会」「自然共生
型社会」「循環型社会」「SDGｓ」の４
つのテーマを基に、子どもから大人
まで数多くのワークショップや講座が
開かれています。区外からの利用者
も比較的多いですが、どのような施
設なのか分かりづらい事もあり、従
来地域住民の利用は期待したほど
多くはありませんでした。しかし、
今年度はコロナ禍により、多くの公
共施設が休館となる中で、開館して
いた当施設に立ち寄った住民に、気
軽に利用できる施設との認識が広
がってきました。利用者アンケートの
中でも、子どもが動物・自然・魚など
に興味を持ちはじめたから来館した
等の声も多く、日常の活動の中で地
域住民により認知されるようになっ
てきています。
コロナ禍により、例年参加していた
神明プラザフェスや区主催のエコラ
イフ・フェアの出店が出来ず、また区
内の小学校や中学校などとの連携
も思うように行えていません。青少
年への働きかけが今後の課題となっ
ています。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

Ⅲ－１　利用者を尊重したサービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ　適切なサービスの実施

社内で個人情報に関する研修を
行ったり、区が開催している情報セ
キュリティについての研修に職員が
受講できるようにしています。また、
個人情報保護マニュアルを作成し、
職員間で共有するようにしていま
す。施設利用者には年1回、来館者
アンケートや講座アンケートを実施
し、要望や意見を基に改善や講座の
企画の参考につなげるようにしてい
ます。また、他の自治体で法人が運
営している環境施設と情報交換を行
い、開催されている講座に参加する
などして、良いところを取り入れるこ
とも行っています。
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36
①　利用者が要望や意見を述
べやすい環境を整えている。

A A

年に1度来館者アンケートを実施し、
各講座参加者にアンケートを記載し
てもらっている。又、「利用者の声」を
聴くための回収箱があり、要望を検
討する用意がある。又、受付はコン
シェルジュとして、来館者の声を聴
き、地域の方と寄り添う役割を担っ
ている。

37
②　苦情解決の仕組みが確立
され、周知されている。

A A

社内のマニュアルに則り、貴重なご
意見としてPDCAサイクルのもと施設
運営に活かし、上長や所管課及び
本部への連絡体制も整えている。職
員全員に各事案をメールや朝礼など
職員全員と情報共有している。

38
③　利用者の意見、要望に対
して迅速に対応している。

A A

区有施設として、利用者のご意見は
真摯に受け止め、所管課への報告
を行い、内容によって協議し対策を
講じている。

39
①　提供しているサービス内
容について定期的に評価を行
う体制を整備している。

A A

月次報告会で日々の情報の報告を
行い、所管課との協議を行ってい
る。又、指導があった場合には早急
に実施する体制を構築している。

40
②　課題に対する改善策・改
善計画を立て実施している。

A A

前指定管理者より引き継いだ課題に
関しては、精査しながら実施を行っ
てきた。例：
①区より要望があったビオトープを
活用した講座の実施増。
②平日夜間の講座の需要を探るた
め講座を増やし、利用者の動向を調
査しつつ、実施を行っている。など
所管課からの指摘事項は早急に対
応を行っている。指摘事項で早急に
対応できないものは時間をかけて状
況を把握して改善に結び付けてい
る。また、コロナ禍によって縮小され
た夏休み子ども向けイベントに代
わって、体験コーナーや生体の展示
などを行い来館者増を目指す提案を
行った。

（１）質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

Ⅲ－２　サービスの質の確保

（２）利用者の意見等を反映できるように取り組んでいる。　　　　

今年度は11月～12月にかけてアン
ケートを実施し、251名から回答を得
ました。アンケート結果からの評価を
取組に活かせるよう職員間で共有し
取り組んでいます。意見箱は設置さ
れていますが、利用がないため、
ニーズ等はコンシェルジュが来館者
の声を直接聞き、運営に活かせるよ
うに工夫しています。苦情があった
場合には、貴重な意見として真摯に
受け止め、社内マニュアルに沿って
PDCAサイクルのもと対応し、本部へ
の連絡体制も整えています。職員に
は、利用者からの意見をメールや朝
礼などで伝え、全員で共有できるよ
うにしています。

毎日朝礼を行い、メールを使って全
職員に情報を伝えています。受付は
受付担当職員で共有ノートを作成
し、日誌には職員それぞれ特記事項
欄に記入して情報を共有していま
す。月次報告会では日々の情報を
報告し、改善するよう指導があった
際は早急に実施するよう体制を整え
ています。
区としては当施設のビオトープの活
用を推進していますが、現状としてビ
オトープというものの存在自体が一
般には分かりにくいため、広く活用さ
れるまでには至っていません。
今年度はコロナ禍により、平日や夜
間の講座開催が難しいため、一部は
オンライン講座で実施されました。よ
り多くの人に情報が行き届くように、
オンラインでの動画配信が出来るよ
うに検討がなされています。
夏休み期間中は、子ども向け講座を
取り入れるようにしており、今年度は
昆虫や魚などを展示して、より多くの
子どもたちが興味をもって参加して
もらえるように取組ました。
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41
①　適切な維持管理計画をた
て実施している。

A A

業務基準書に基づき運営している。
年間の保守点検や修繕などの計画
を年度毎に定め、また突発的な修繕
工事などもある程度は想定した予算
組みを行い、対応している。

42
②　利用者の安心・安全を重
視した施設管理に取り組んで
いる。

A A

弊社の運営体制として、安全管理推
進室が設置されており、各施設で安
全管理担当者を各施設1名を任命し
て、年2回の会議や監査を行ってい
る。

43

③　3Ｒ活動【Reduce：リデュー
ス：減らす； Reuse リユース：
繰り返し使う；Recycle：
リサイクル：再資源化】に取り
組んでいる。

A A

半期に一度、EMS研修を行い各自で
環境配慮行動チェックを行い、３Rの
意識をもって業務にあたっている。プ
ラスチックの使用を極力なくし（ペット
ボトルの使用不可）、再生可能なも
のを使用する、など意識をもって取り
組んでいる。事務所等で出た可燃物
の廃棄量をデータ化している。利用
者にはエコプラザで資源回収ができ
る回収BOXを設置している。
例年、みなとリサイクル清掃事務所
との共催で港区の３R活動を紹介す
る３Rの展示を行っているが、本年度
はコロナ禍により中止となった。

44
④　環境に配慮した施設運営
に取り組んでいる。

A A

各職員は毎年EMS職員研修と環境
配慮行動チェックを実施し、所管課
に目標管理シート（月間電気使用量
等）を報告している。

45
①　利用者に関する個人情報
の取扱い記録の管理体制が
確立している。

A A

個人情報を入手した場合、鍵のかか
るキャビネットで情報を保管してい
る。
データに関しては弊社のサーバに保
管して、指定されたPCからしかアク
セスできない。港区の情報セキュリ
ティシステム監査を本年度受け、大
きな課題の指摘はなかった。

46
②　利用者からの意見や要望
などの情報を職員間で共有化
している。

A A

日々のご意見については、日報で共
有されている。また、事業などのアン
ケートに関しては、月次報告書にあ
り、職員に共有されている。

（２）適切な施設の維持管理を行っている。　　　　　

（３）　取組の記録が適切に行われている。

個人情報についての書類は、鍵の
かかるキャビネットに保管していま
す。データについては、社内のサー
バーに保管して、指定されたパソコ
ン以外からはアクセスできないよう
に制限しています。利用者から出さ
れた意見については、日報を使って
職員間で共有し、運営に関する意見
については、月次報告書に記載し、
情報を共有しています。

当施設は開設から13年経っており、
施設の外から内部がよく見えるよう
にガラス張りになっているため、台風
や夏の直射日光など、気候に左右さ
れやすく、ビオトープを含めた維持管
理には苦労しています。業務基準書
に基づき、年間の保守点検や修繕
などの計画を年度ごとに定め、突発
的な修繕工事が入ることも想定した
予算を組み、体制作りを行っていま
す。
職員には半期に一度研修を行い、
各自で環境配慮行動チェックをして
３R（減らす、繰り返し使う、再資源
化）の意識をもって業務にあたるよう
に働きかけています。プラスチックの
使用を極力なくし、再生可能なもの
を使用するなど、意識をもって実践
できるように心がけています。利用
者には当施設で資源回収ができる
回収ボックスを設置し活用していま
す。
例年、みなとリサイクル清掃事務所
との共催で区の３R活動を紹介する
展示を行っていましたが、今年度は
中止しています。
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Ⅲー３　活動の実施

47
①　子どもから大人まで幅広
い層の利用者増を図る取組が
ある。

A A

様々な年齢層に参加いただく講座を
計画し実施している。また、館内展
示などで植物や生体の展示も行い、
子どもから大人まで様々な方に見て
もらえる工夫を行っている。

48
②　誰でも気軽に利用できるよ
うな雰囲気作りや参加しやす
い活動を企画している。

A A

のぼりや手書きの看板を設置し、自
由来館可能であることの表記の見え
る化をするなど、可視化の取組で効
果があがっており、施設の装飾や雰
囲気など、居心地のよい環境に努め
ている。講座に関しては事前申し込
みだけでなく、申込不要なイベント等
を実施している。

49
③　利用希望者に対して各種
活動の選択に必要な情報を提
供している。

A A

ホームページにて会議室利用や、団
体登録についてなど記載しており、
又、講座に関しては情報誌を2か月
に1回発行し、区内の小中学校や区
有施設に配布している。イベント情
報などのメールマガジンを配信して
いる。

50
④　施設利用や講座参加の際
に、ルールや注意事項などを
分かりやすく説明している。

A A

施設の利用方法については、ホーム
ページやパンフレットで伝えており、
講座参加については、事前に申込
者へメールでお伝えし、又、当日の
会場でも説明を行っている。

51

①　年齢や性別、国籍の違い
や障害の有無にかかわらず、
誰もが平等に活動に取り組め
る環境がある。

A A

バリアフリーなどは利用者の利便性
を考えた設計と区より支給された翻
訳機や、車いすでも展示が見れるよ
う、展示物の高さを工夫している。ま
た、人権マニュアルを整備し、年齢、
性別、国籍の違いにも配慮するよう
心掛けている。またユニバーサルマ
ナーやLGBTなどの研修も受けてい
る。

52
②　利用者が自発的かつ創造
的に活動できるように環境を
整備している。

A A

利用者が落ち着いて環境に関わる
学習ができるスペースを確保し、参
考になる図書を用意している。定期
的に新しい図書も追加している。

53
③　保護者同伴の親子活動に
ついては、保護者が参加しや
すいように配慮している。

A A

親子で体験するプログラムや、低学
年や幼児が対象のプログラムは保
護者同伴とし、保護者が一緒に体験
できるようなプログラムを提供してい
る。ただし、現在コロナ禍に伴い、参
加者の密を防ぐために、参加者1組
に対し保護者1名、参加者１名にして
いる。

（１）区民への利用促進に向けた取組。

Ⅳ エコプラザの活動に関する事項

（１）　施設の環境整備。

当施設では、年間140程度のイベン
トを企画し、実施しています。次年度
の講座は、講座アンケートや年１回
実施する利用者アンケートの中で得
られた要望や意見、施設の４つの
テーマに沿った内容等を精査し、毎
年４割程度は新しい講座を取り入れ
るようにしています。
現在はSNSやスマートフォンの利用
が広がり、講座の一部はオンライン
での配信がなされていますが、コロ
ナ禍の影響もあり、オンライン講座
の充実や動画配信なども検討されて
います。講座終了後は、施設のホー
ムページに講座の内容や当日の様
子が写真付きで掲載され、参加して
いない人にも分かりやすく見られる
ように工夫しています。施設の利用
方法については、ホームページやパ
ンフレットに掲載されています。講座
参加希望者にはメールで当日参加
の際の注意点等の説明を行ってい
ます。希望者にはイベント情報をメー
ルマガジンで配信しています。

ユニバーサルサービス（誰でもどこ
でも一律なサービス）を提供していま
す。受付にはルーペや老眼鏡、「耳
マーク」の掲示や筆談ボードも用意
されています。受付によく聞かれる
質問への答え方を常備して、英語な
ど多言語で対応できるようにしてい
ます。また、分かりやすい館内サイ
ンを各場所に掲示して、誰でも使い
やすいような施設の整備を行ってい
ます。職員は多様な利用者に配慮で
きるように、ユニバーサルマナーの
研修を受けています。実際に、施設
の備品に左利き用のハサミが用意さ
れていなかったため、利用者の意見
から左利き用のハサミを取り入れる
ようにしました。
利用者が環境についての学習が出
来るスペースを確保し、参考になる
図書や常設展示が設けられていま
す。幼児や低学年対象の親子プロ
グラムは、浜離宮の自然観察会や
港区海ゴミ調査隊、紙すきワーク
ショップなど様々な体験が親子で経
験できるように取り組んでいます。乳
幼児の託児サービスは行っていませ
んが、使用していない部屋をベビー
カー置き場として活用しています。
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55
②　環境活動についての様々
な展示や講座を実施してい
る。

A A

例年およそ140の講座及び展示を
行っている。今年は、４～6月に実施
が出来なかったため98本の実施予
定。

今年度は4～6月のコロナ禍におけ
る休館等のため、7月から約100本の
計画を実施することになりました。
講座の内訳としては、テーマごとに
低炭素社会26本、自然共生33本、
循環型社会16本、ＳＤＧｓ9本に加
え、「みなと歩いて再発見」を2回実
施。展示も15本行われるなど多彩な
プログラムが予定されています。

56
③　低炭素社会の実現に向け
た方針が定まっている。

A A

港区が取り組む「みなとモデル二酸
化炭素固定認証制度」の常設展を
設置し、港区の活動を来館者や施設
見学者に紹介を行うなど協力・支援
を行ったり、低炭素社会をテーマに
した講座を実施している。今年度
は、講座と展示合わせて27回の実
施予定。

7月から省エネや再生可能エネル
ギーなどをテーマにして、使い捨て
の傘の現状や、生産過程で発生す
るCO₂排出量などを学び、リサイクル
が可能なオリジナル傘を作るワーク
ショップや中学生のための自然エネ
ルギー講座など2７本の企画を実施
しています。また、港区が取り組む
「みなとモデル二酸化炭素固定認証
制度」の展示を常設化し、来館者や
施設見学者に低炭素社会について
の理解を深めてもらうよう紹介等の
協力を行っています。

施設を利用することで次第に環境へ
の意識や行動が深まっていくよう、
事業を体系化させることに取り組ん
できました。｢低炭素型社会｣や｢自
然共生型社会｣という言葉を全面に
押し出さず、木や鳥、水などのアイコ
ン等を多用することで,多くの人に馴
染みやすく､参加しやすい環境の提
供に努めています。「循環型社会」と
「SDGｓ」を合わせた４つのテーマを
基に事業展開が図られています。区
の環境啓発活動の一翼として各地
域で活動する区民人材の育成でも
施設は大きな役割を担っています。
地域で活動するボランティアの育成
を促進し,その区民が別の区民を育
てていくという仕組みで、今年度の
運営方針にも明記されています。コ
ロナ禍の影響で計画通りの進展は
見られませんが、来期以降も重点
テーマとして取り組むことが期待され
ます。区の未来を担う子どもたちに
積極的･継続的に環境への意識を定
着させる活動も行っています｡

港区で唯一の環境啓発を目的とした
施設として、様々な情報の発信を行
い、又、港区で行われる環境に関す
る取組について理解し共催の事業も
行っている。毎年、環境保全に関す
る講座や展示を年間約140本を計画
し、子供から大人まで参加できるも
のを実施している。
講座は、
　①「低炭素型社会」・・・省エネ、再
生可能エネルギー、ヒートアイランド
対策など地球温暖化について考え
る
　②「自然共生型社会」・・・生物多様
性、緑化推進や緑の保護など人間と
自然の共生について考える
　③「循環型社会」・・・リデュース、リ
ユース、リサイクルの3Rやフードロス
対策について考える
　④「SDGs」・・・2030年までの持続
可能な開発目標について考える
これら４つのテーマを基に、座学や
ワークショップなどを実施している。
その他、館内には環境に関する図
書があり、区民の方が環境について
学習したり、ビオトープや屋上菜園な
ど実際に自然と触れ合うことができ
る設備がある。

A A
①　区の環境啓発活動の一翼
を担っている。

54

（２）　個別の活動
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57
④　環境保全に係る普及啓発
を通じた事業を展開している。

A A

ECOキャンパスは業務基準書及び
仕様書にある基本事業のうち環境
の保全に係る普及啓発に関する事
業の「低炭素型社会」「自然共生型
社会」「循環型社会」の3つのテーマ
を含めた事業であり、本年度より区
民の方がよりわかりやすいよう、す
べての事業を「低炭素型社会」「自然
共生型社会」「循環型社会」「SDGｓ」
の４つにテーマに分けた事業展開を
行っている。

環境保全に関する普及・啓発事業に
ついて、昨年までは低炭素型社会・
自然共生型社会・循環型社会の3つ
のテーマで進めてきましたが、今年
度は「SDGｓ」を加えて、4つのテーマ
での事業展開を行っています。活動
を通じて、区民や利用者が理解を深
め、より環境に良い社会の実現に向
け、連携できるような展開を図ってい
ます。

58
⑤　ビオトープを軸に自然共生
型社会の実現に向けた取組を
行っている。

A A

本年度は小学生がビオトープで植
物、生き物の環境を学び、自然と触
れ合う体験の中から、身近な生態系
について考え社会で環境貢献できる
力を養うことを目的とした、連続講座
の「こども自然教室」「ビオトープ探
偵」を行っている。

自然共生型社会について学ぶ講座
に、小学生を対象とした4回連続の
「子ども自然教室」を開催していま
す。「ビオトープ」を館外の2か所に設
け、屋上菜園で自然と触れ合い体験
が出来るようにしています。都心の
環境にあっても、身近な生態系を感
じながら自然を大切に出来るように
「ビオトープ探偵」のワークショップも
開催しています。ビオトープ管理士
の指導による助言も得て、植物・昆
虫などの生き物と身近に触れ合っ
て、自然の姿を体得し、自然共生型
社会について学べるような取組と
なっています。

59
⑥ 生物多様性への理解･緑化
推進等に繋がる事業を展開し
ている。

A A

生物多様性については畜産動物の
飼育方法の現状を学び、自分たちの
日頃の食や、動物たちとの共生につ
いて考えるきっかけにする「すべて
の動物に思いやりを」の講座と展
示、全日本鹿協会とのワークショッ
プやシンポジウムなどを開催した。
緑化推進については、浜離宮恩賜
庭園に生息する生き物や植物の観
察を行い、身近な自然環境について
学ぶ「自然観察会」や都会でも植物
を育てることができ、緑のある生活
のすばらしさを考えてもらう「緑の相
談室」などを開催した。
今年度は「自然共生型社会」として
講座と展示合わせて40回の実施予
定。

区の環境基本計画の基本方針「自
然や生き物と共存できる、質の高い
緑と水の保全・創出」の具体的取組
として「ビオトープ」の活用、生物多
様性、緑化推進・保護が挙げられて
います。生物多様性に関しては、新
講座「すべての動物に思いやりを」を
企画し、畜産業・衣料産業での実態
と共生について学び、展示もしてい
ます。緑化推進に関しては、当施設
でも都会の中で緑ある生活が出来
るようにと、「緑の相談室」を設けた
り、生き物や植物も共生出来ている
緑の自然を学ぶ「自然観察会」を数
多く企画・実施しています。

60
⑦　循環型社会の実現に向け
た取組を行っている。

A A

みなとリサイクル清掃事務所との共
催で不用な物を廃棄ではなく、交換
することにより、リユースへの関心を
高める「リユースブリッジ」や、講義と
実験を通じて、森の現状や都市部へ
の影響、新たな森林管理システムや
雨水活用の方法を学び、森と水と私
たちの暮らしの関係について考える
「アクアカレッジ」などを開催しまし
た。今年度は「循環型社会」として講
座と展示合わせて18回の実施予
定。

循環型社会の実現に向けた区の取
組「3Ｒ（リデュース・リユース・リサイ
クル）」として、みなとリサイクル清掃
事務所との共催で、子ども服の交換
会「リユースブリッジ」を実施していま
す。また「アクアカレッジ」を開催し
て、新たな森林管理システムと雨水
活用法や暮らしと森と水の関係を学
習する場を提供しています。循環型
社会に関する展示として、「水の不
思議がわかるパネル展」なども4回
開いています。
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61
⑧　「港区環境基本計画」に示
された指針に従って行動でき
る区民を育てている。

A A

区民の環境の保全に関する理解を
深めることにより、環境への負荷の
少ない生活文化の形成に寄与する
ことを目的に設置していることが明
記されており、区民の方がより身近
に感じ、行動が起こせるテーマを取
り入れた講座を実施した。
乾電池づくりの講座でエネルギーや
資源のリサイクルの大切さを学んだ
り、身近にあるファッションやオーガ
ニックコットンに関する講座で環境負
担について考えたり、普段使用して
いる水や水と関連が深い食に関して
など、生活に関わる講座を実施し
た。

「港区環境基本計画」の指針には、
環境保全事業への参加・協力、地域
での自主的な環境保全活動の展
開、環境ボランティア活動への参加
等が示されています。当施設では区
民がより身近に感じ、自ら行動を起
こし、環境への負荷の少ない生活文
化の形成を目指すことをテーマとし
た講座の企画に取り組んでいます。
「乾電池づくり」講座では、エネル
ギー・資源のリサイクルについて、
「オーガニックコットンに学ぶ環境問
題」では環境負担について学びまし
た。今年度はコロナ禍で様々なイベ
ントや「街歩きボランティア養成講
座」などが実施できず、ボランティア
やリーダーの人材育成の面では、次
年度に持ち越されました。

62
⑨　登録団体の連携を促すた
めの支援を行っている。

B B

例年、登録団体と団体の活動を発表
する展示会を行っているが、今年は
コロナ禍のため中止となった。

例年、「エコプラザ登録団体発表会」
など団体の活動発表の支援や初級
木工講座発表展などの展示をしてき
ましたが、本年度は中止となり、連
携促進支援は次年度に持ち越され
ました。

63
⑩　環境保全に関係する他機
関との連携を図っている。

A A

みなとリサイクル清掃事務所とは共
催の事業だけでなく、日常的なリサ
イクル回収の拠点及び、フードドライ
ブなど様々な事業で連携を取ってい
る。また施設内にある2事業体とも
日々連携を取り、事業展開を行って
いる。

環境イベント開催を通じて、全日本
鹿協会、NPO法人日本オーガニック
コットン流通機構との連携のほか、
展示の協力団体であるNPO法人ア
ニマルライツセンター等とも連携して
事業を実施してきました。みなとリサ
イクル清掃事務所と連携して家庭の
余った食品をフードバンクにつなげ
るフードドライブ事業も行っていま
す。施設内のみなと環境にやさしい
事業者会議、みなと森と水ネット
ワーク会議との連携も強化され、連
携の輪が広がっています。
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64

①　子どもの活動について、年
齢に応じて興味や関心が持て
るように工夫している。

A A

夏休み期間に子ども向けの講座を
多く行ったり、本年はコロナ禍に伴
い、実施予定だったサマーフェスは
実施できなかったが、小学生等の環
境教育を重要と捉え、生体の展示や
楽しめるコーナーを設け、コロナ禍に
配慮したうえで、実施した。子どもた
ちに関心を持ち続けて貰えるよう努
めている。

65
②　活動中にアクシデントやト
ラブルが起きた時には、適切
な対応をしている。

A A

救急救命講習を受けた職員を配置
している。また緊急時の連絡体制を
把握し対処を行うようにしている。事
前に事故が発生しない為の下見や
危機管理のリスクの洗い出しを行っ
ている。

66

③　近隣保育園との日常的な
交流など、幼児期から環境学
習が行えるように活動内容を
工夫している。

A A

昨年度までは、キッズコーナーを設
けていたが、コロナ禍により安全性
を考慮した結果撤去を行った。ただ
し幼児でも観察できる魚や昆虫など
を展示したり、環境に関する本など
を設置している。特に近い保育園な
どから、外遊びの一環として館内や
ビオトープの見学の受け入れを行っ
ている。また、保育園から帰宅時に
施設へ来館してくれる幼児たちと日
常的に挨拶、声掛けなどを行ってい
る。

67
④　青少年（中～大学生）に活
動の場を提供している。

B B

中学生向けの講座を行ったり、サ
マーフェスでは都内大学の講師とゼ
ミの学生と講座を実施する予定だっ
たが、コロナ禍によりサマーフェスは
中止となった。
引き続き、青少年の活動支援を進め
ていく。

年間を通じて子ども向けに多くの講
座やフィールドワーク、展示に取り組
んでいます。国産木材を使ったゲー
ム（スマートボールづくり）や、小・中
学生対象の紙すきワークショップ、
環境カウンセラーなどの様々な専門
家によるエコ実験、幼児から誰でも
申し込みのいらないワークショップも
随時行われています。現在は密にな
らないよう人数調整を行う等工夫し
ています。魚や昆虫を展示したり、
絵本や様々な図鑑を用意すること
で、保育園からの帰宅時や休日に
来館する親子が増えつつあるため、
受付では積極的に挨拶や声掛けな
どを行い、子どもや保護者にとって
身近な施設になれるように努めてい
ます。当施設は青少年に活動の場
を提供し、ジュニアリーダーを育成す
ることも目的の一つとなっています。
館内は廊下が長くて広いため、子ど
もがどうしても走り回ってしまう傾向
にあります。事故やケガが発生しな
いよう、館内の危険個所やリスクを
出し合い、リスク管理と事故防止に
取り組んでいます。

（３）　子ども及び青少年への対応。
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68
①　ボランティアの受け入れ体
制を確立している

A A

昨年度よりボランティア活動へと促
す連続講座を実施しており、次年度
よりECM（エコプラザコミュニティメン
バー）として予算・規約・研修をまと
め、ボランティア登録として正式に進
める。

69
②　青少年が活動を通じてボ
ランティアリーダーを目指せる
よう取り組んでいる。

B B

青少年が環境問題に触れられる機
会を講座を通して提供している。次
年度よりECMとして活動を促し環境
に関するボランティアリーダーとして
活動の場を提供していくように努め
る。

70
③　区内で活動するボランティ
アの育成に取り組んでいる。

A A

街歩きのボランティアに講師を依頼
し活動の場を提供したり、木工講座
で集まったボランティアに区内で行っ
ている養蜂の巣箱づくりなど実践し
て頂いた。

71
①　エコプラザの広報活動が
適切に行われている。

A A

2か月に1回制作しているイベント情
報誌を区立の小中学校に配布をし
たり、区有施設や近隣の企業にも配
布をしている。ホームページ、SNS、
メールマガジンで周知を行っている。

72
②　環境保全情報の持続的な
収集と、適切な提供を行ってい
る。

A A

毎年、年間100本以上の講座を行っ
ている関係で様々な講師や団体、事
業者と日常的に情報交換を行ってい
る。本年は特にオンラインでの環境
に関するシンポジウムやフォーラム
などが行われている関係で様々なイ
ベントに参加しやすくなり、新たな情
報を取り入れた講座の計画が進め
られている。提供に関しては、主に
港区内の環境に関する取組をチラシ
等で配布している。

ホームページには、お知らせ、講座・
イベント情報、会議室利用、イベント
カレンダーなどが掲載されていま
す。特に講座・イベント情報は写真と
ともに内容、利用対象、4つのテーマ
のどの分野なのかや、抽選、先着な
どがカラーのアイコンを使ってとても
見やすく分かりやすく工夫されてい
ます。イベント終了後の様子や概要
が詳しく掲載され、区民や利用者誰
もが興味を持てるような情報の提供
となっています。SNSやメールマガジ
ンでも情報発信をし、区民がいつで
もアクセスできる環境を整えていま
す。
　隔月に発行する情報誌「ECOなび」
にはイベント情報が案内されていま
す。イベントごとにSDGｓの17の項目
マークが示され、国際社会共通の目
標について学習できるようにしてい
ます。SDGｓは様々な場面で取り上
げられているため、とても分かりやす
い内容となっています。情報誌は、
小中学校・幼稚園・区有施設などに
配付され、広く広報されています。ま
た、今年度はオンラインでの講座開
催が多くなったため利用者が参加し
やすくなり、新しい意見や要望など
が講座の企画に取り入れられるよう
に対応しています。

（５）　広報および環境情報の収集・発信。

ボランティアの育成や活動を推進す
るための「環境街歩きボランティア入
門講座」はコロナ禍のため中止とな
り、次年度以降に持ち越されました。
ボランティアリーダー養成について
は、講座参加者がサークルづくりや
自主的な活動ECM(エコプラザコミュ
ニティメンバー）となることに注力し、
ボランティアリーダーを目指せるよう
に取り組んでいます。青少年が環境
問題に関心を持ち、持続的な学習を
通じて、理解が深められるように講
座を多く提供しています。街歩きの
ボランティアや木工講座修了生が講
師として街歩きや養蜂巣箱づくりの
活動をする機会の提供も行っていま
す。

（４）　ボランティアについて。



総　　 評

◇更なる改善が望まれる点

◇特に良いと思う点

● 講座、展示で多様な取組が行われています
　毎年１４０本程の講座や展示が行われていますが、内４割ほどは新しい取組となっています。当初は取組に含ま
れていなかったSDGs（持続可能な開発目標）も取り入れ、今年度は「ファッション業界における環境保全」と題して
計4回の講座を計画しました。昨年から実施している初級木工講座に加えて今年は中級の木工講座も計画されま
した。子ども向けにはペットボトルを使って雲を作る「天気を知る実験教室」も新しい取組です。学びと娯楽を融合
した多くのエデュテインメントに取り組んでいます。

● 講座企画書にリスク管理の項目が設けられ、利用者の安全を最優先に取り組んでいます
　年1回、本部主催で「安全監査」が実施され、リスク管理に取り組んでいます。今年度から企画書にリスク管理の
項目が新たに設けられました。６月以降は港区の感染症アドバイザーの指導を受け、コロナ対策のための密にな
らない工夫やソーシャルディスタンスを保てるような講座の開催を実施しています。また、水分補給、避難経路の
確保、コロナ対策としての健康観察票の記入や密にならないためのパーテーション設置、換気の徹底など、利用
者の安全を最優先に取り組んでいます。

● ジュニアリーダー育成のために、地域に根差し継続できるような活動が望まれます
　当施設は青少年の活動の場を提供し、ジュニアリーダーの育成が大きな目的の一つですが、コロナ禍もあり地
域の小・中・高の学校との関わりは来館した学校関係者との関わり程度に留まっています。今後、子どもたち（主
に小学高学年から高校生）に興味をもってもらえるように、例えば施設側から出前学習のような機会を設けたり、
中学校の社会体験の場として提供するなど地域の関係機関と連携した取組が期待されます。

● エコプラザの活動が地域にいっそう認識されるような工夫が期待されます
　当施設では、「低炭素型社会」「自然共生型社会」「循環型社会」「SDGｓ」の４つのテーマを基に、子ども～大人を
対象に数多くのワークショップや講座が開かれています。外から見てどのような施設なのか分かりづらいために地
域の認知度が低く、住民の利用は少ない状況にあります。2か所設置しているビオトープについても意味が十分伝
わっていないため、外観から見ると植物や池が手入れされていないようにしか見えません。生き物との自然共生
の姿を映し出す鏡としての「ビオトープ」を更に効果的に理解できるような工夫が望まれます。


