
歳

計画修繕費を含まず。

年度協定書で定める指定管理料 203,352,551 193,092,800 226,752,304 227,389,847 212,827,444

提案時の指定管理料上限額 185,365,589 173,510,429 190,778,716 201,847,542 201,847,542

指定管理料のうち区への返還額 1,682,641 743,132 2,960,955 1,235,792 193,000

差引収支額 1,620,664 -4,676,096 1,754,478 -1,086,970 -484,990

収
支

(

実
績
）

清算対象
施設管理経費
（保守・検査業務）

46,256,621 41,808,330 44,256,713 44,861,224 44,880,895

清算対象

その他 34,972,816 31,376,494 43,187,865 43,511,808 43,486,015 清算しない項目　本部経費等

修繕費 39,900,064 38,996,578 51,119,444 51,736,203 38,305,146

施設管理経費 13,525,209 13,186,731 12,534,545 11,785,133 12,101,164

職員人件費 67,077,177 72,400,763 73,899,259 76,582,449 74,539,214 清算対象

事業運営費

支出 201,731,887 197,768,896 224,997,826 228,476,817 213,312,434

清算しない項目

光熱水費

その他

区補助金

212,827,444

指定管理料 203,352,551 193,092,800 226,752,304 227,389,847 212,827,444
上限額には、住宅設備等に係
る計画修繕費を含まず。

収入 203,352,551 193,092,800 226,752,304 227,389,847

利用料金

事業収入

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

有効応募件数（件） 346 250 317 369 117

年度平均（ｼﾃｨﾊｲﾂ高浜は建替
え中のため含まず。）

募集件数（件） 28 19 13 19 9
募集3回/年
・29年度はｼﾃｨﾊｲﾂ港南高齢型
住戸の募集があり募集3回/年

住宅稼働率（％） 90.2 89.8 91.4 91.9 95.6

【事業実績】
項　　目 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

備　考

8 11 9 8 7
区営住宅、区立住宅、障害者
住宅分を含む。

職員の退職状況
（人／年）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

21 8 53 56

職員体制の内訳

職員数(人） 24 24 0 29

障害者雇用率
（令和　年　月） 2.39%　（令和3年6月1日現在） 利用料金制 × 使用許可権限 ×

常勤 非常勤 常勤 非常勤

指定期間 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで グループ化 区営住宅、区立住宅、障害者住宅とグループ化

【職員体制】
正規 非正規 合計 平均年齢

令和３年度　指定管理施設検証シート
【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

施設名
特定公共賃貸住宅

（シティハイツ港南・竹芝・桂坂・神明・高浜）
所管課 街づくり支援部住宅課

指定管理者 株式会社東急コミュニティー 募集方法 公募

別紙３
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個人情報管理者資格を有する責任者が中心となり、全職
員を対象とした職員研修を実施するだけでなく、職員採
用時にも実施されています。

環境への配慮
共用照明の間引き、季節に応じたタイマー調整等
電気使用量の削減に努めました。

毎月、電気量やゴミの排出量等の確認を行っています。
削減出来る方法を検討し、実現可能な電気量等の削減に
取り組んでいます。

施設の安全管理
業務基準書・仕様書及び安全基準マニュアル等に
基づき実施いたしました。

港区有施設における安全に関する基準をはじめ、業務基
準書や仕様書等に基づき、安全管理体制の整備・日常安
全点検等が適切に実施されています。

防災・危機管理対応
危機管理マニュアル・防災マニュアル等に倣い、
災害や事故発生時に入居者の安全確保、通報、連
絡等の迅速な対応を行う体制を整えました。

災害や事故発生時の入居者の安全確保、通報、連絡等の
迅速な対応を行う体制を整えています。また、危機管理
マニュアル・防災マニュアルの見直しを随時行い、消防
訓練等も適切に行われています。

指定管理者自己評価
（セルフモニタリングの実

施状況等）

令和元年度より第３期指定期間に入りました。従来以上に所管課及び関係各所との情
報共有・連携を緊密に行うこと及び入居者に対して安心・安全・快適なサービスを提
供することを心掛けました。また、室内給水・給湯設備の改修等、建物の老朽化に合
わせた修繕を積極的に提案いたしました。

所管部門評価

施設の設置目的を理解するとともに、入居者との信頼関係を構築、業務基準書や仕様
書等に基づく安全管理体制など、指定管理者として適切な管理運営が行われていま
す。引き続き、指定管理者との情報交換を密に行いながら、修繕・改修等の提案につ
いても協議し、入居者が安心・安全に生活できる住環境を提供できるよう指導してい
きます。

会計及び指定管理料
指定管理料は専用口座を設け、適正に管理いたし
ました。また、関係書類を適切に保管し、費目毎
に区へ提示いたしました。

指定管理料について、月次・四半期毎の収支状況報告
書、年度末の清算報告書や職員による検査により、適正
に管理されていることを確認しています。

地域貢献
地域との連携を深めるため、自治会活動の支援、
防災訓練への協力を行いました。

地域防災訓練が実施される際には館内放送を行い、入居
者と共に訓練に参加するなど地域との連携に努めていま
す。

管
理
運
営

職員体制及び職員の育成

虎ノ門支店内に統括部門を、竹芝・港南・赤坂・
高輪の4ヶ所に管理センターを設け、管理体制を整
えました。また、業務品質の向上のため、職員に
は定期的に研修等を行いました。

施設等管理責任者を定め、統括部門である虎ノ門支店と
綿密な連携を図り円滑な管理体制が整っています。ま
た、職員の接遇教育をはじめ、施設管理の様々な専門知
識や資格取得に向けた研修も継続し、資質の向上にも努
めています。

職員の労働条件

労働関係法令を順守した就業規則等に基づき就労
しました。また、幹部社員に衛生管理者資格を取
得させ、定期的に法令に基づいた職場巡視を行い
ました。

令和２年度に労働環境モニタリングを実施し、労働関係
法令を遵守した労働環境が整備されていることを確認し
ています。

施設・設備の維持管理

日常の点検を綿密に行い、建物の適正な維持管理
に努めました。また、事件・事故発生時には迅速
な対応を行い、その都度書面をもって報告いたし
ました。

日常点検については、随時報告を受けています。事件・
事故又は災害等により被害があった緊急時にも、指定管
理者がその状況を確認した上で、迅速な対応と書面等に
よる報告を受けています。

【総合評価】

情報管理
職員の情報管理に対する意識を高めるため、「個
人情報保護条例」及び「情報安全対策指針」を礎
とし、定期的に社内研修を実施いたしました。

【運営状況】

項目 指定管理者による運営状況の内容 施設所管課による評価コメント

事
業
運
営

施設設置目的との整合性
安心・安全を最優先とした上で、各条例や業務基
準書等に基づき業務を実施いたしました。

入居者が安心・安全に住むことが出来るよう、事業計画
に沿った業務が日頃から継続して行われています。

サービス提供の状況

各管理センターは365日24時間体制で対応を行いま
した。また、職員による窓口対応を平日は9時から
20時まで、毎月第２及び第４土・日曜日は9時から
17時まで行いました。

公平な運営
公平・公正・厳正な観点で施設の運営・対応を行
いました。

入居審査では、指定管理者による事前確認が適正に実施
されています。入居者と管理センター職員や管理人との
関係も良好であることからも、公平で厳正な対応や管理
が行われています。

管理センターを中心とした職員のきめ細やかな対応は、
居住者からも評価されています。また、施設における事
故、設備の故障、災害時には管理センター職員が現場を
確認し、速やかに所管課への状況報告がなされていま
す。

利用者アンケートの実
施状況

令和4年2月に入居者アンケートを実施し、サービ
ス改善に努めております。

アンケート結果を細かく分析し、意見・要望への対応策
を講じるだけでなく、サービス向上に繋げています。ま
た、所管課へも適切に報告がなされています。

第三者評価の実施状況
令和3年7月から10月にかけて実施され、各評価項
目についてSまたはA評価をいただきました。

令和3年度の実施結果では、すべての評価項目において高い
評価となりました。サービスレベルを維持するだけでなく、さら
なる向上に繋がるよう引き続き指導していきます。

運営協議会等の開催状況
区所管課との定例会（週1回）、シティハイツ港
南、竹芝、神明及び桂坂の建物管理協議会を定期
的に開催いたしました。

入居者及び滞納者対応、施設管理に係る連絡、調整等を
定期的に行い、管理運営上の問題点や対応策を検討し、
速やかな業務改善やサービス向上に繋げています。
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