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令和３年度　指定管理施設検証シート

207,160,668207,422,221

令和２年４月１日から令和７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 ×2.26％

差引収支額

所管課港区立介護予防総合センター 高齢者支援課施設名

平均年齢

公募

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

297,907

49,670,594 48,679,862

200,797,788

118,949,351

200,328,607

118,840,274

指定管理料 209,811,932

区補助金

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

4,798,133 5,689,054 3,834,166

207,160,668

グループ化

職員数(人）

指定管理者

障害者雇用率
（令和4年3月）

指定期間

6

正規

【職員体制】

6

セントラルスポーツ株式会社 募集方法

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

207,160,668

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度

207,422,221 209,811,932

備　考

職員体制の内訳

備　考

127,258,738

210,865,041 202,930,946

212,717,348

26

11,331

204,297,444

令和元年度

25

13,381

44,038

平成30年度

212,717,348

事業収入

令和元年度平成29年度 平成30年度

50,788

11

利用者数(人）

【事業実績】
項　　目 令和元年度 令和３年度

1,675

29,276

185

1,855 1,594

2

252,860

71,39066,905

正規常勤（介護予防主任運動指導員２名、介護予防運動指導員３名、コミュニティワーカー１名）非正規常勤（センター長
１名、介護予防運動指導員1名、健康運動指導士１名、管理栄養士１名）非正規非常勤（看護士２名、理学療法士３名、作業
療法士１名、歯科衛生士１名、言語聴覚士１名、臨床心理士１名、介護予防運動指導員２名）

415 11 5121

2
職員の退職状況

（人／年）

16,330

50,138

令和２年度 令和３年度

令和２年度

2 2

42,932

48,631,626 47,349,293

204,297,444

201,699,008

218,589,000 221,511,000 204,457,000

32,450,000

50,801,166

121,151,497121,542,615

239,800 676,8280

年度協定書で定める指定管理料 207,422,221 209,811,932 204,297,444212,717,348

5,461,6606,624,433 9,483,325 1,852,307

895,771

1,366,498

835,157

215,711,000 206,838,000

105,012

令和３年度WiFi環境維持費追加

32,177,843 32,404,400 32,447,265

106,164

32,450,000

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

個人登録者数（人） 1,956 1,723

202

15,175

312 258 360

団体登録数(団体） 3127

講演会、イベント等実施回数（回）

フリーマシン利用者数（人） 14,402

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

1

別紙３
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運営方針（1.介護予防プログラムの開発・提供　2.個別で継続的な
健康のサポート　3.地域の介護予防活動のサポート 4.介護予防に関
する研修の実施 5.介護予防に関する情報の提供）に基づいて運営し
ています。

港区立介護予防総合センター条例に基づいた運営がされています。

平成29年度に実施致しましたので、実施していません。 令和４年度に実施予定です。

令和３年度の運営協議会は、令和３年７月に書面会議、令和３年11
月、令和４年３月にて開催され、事業実績及び事業計画の報告を行
いました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
各講座及び教室については、応募者多数の場合、原則として抽選制
を取り入れています。また、特定の個人や団体に便宜を図るなど、
有利・不利な扱いをすることが無いよう運営を行っています。

第三者評価の実施状況

各教室や団体への支援等において、公平公正な運営を行うよう指導してお
り、内容どおり実施されています。

港区立介護予防総合センター運営協議会を書面で１回、参集とオンライン
で２回実施し、事業評価や事業内容、センターの運営等について協議しま
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）

情報管理

環境への配慮

会計及び指定管理料

【総合評価】

令和３年度は、様々な生活様式に対応した取り組みを実施しました。６月からオンラインビデオ会議システムZoomの体験会＆使い方講座を開催
するとともに、９月からは新規プログラムとして開発した「自宅でオンラインエクササイズ」を実施しました。また、公開講座等をオンライン
で配信し、区民が好きな場所から参加できるよう取り組みました。また、コロナ禍においても多くの人に介護予防に取り組んでいただけるよ
う、各教室のコース数や夜間休日の事業拡充、トレーニングマシン増設を行った結果、令和３年度のフリーマシン利用者数は過去最高となりま
した。さらに、介護予防フェスティバルについては、介護予防事業を実施しているいきいきプラザ等と連携し、介護予防の情報を展示した他、
各地区代表施設で介護予防測定会を実施しました。事業参加者の体力測定の結果などのデータを活用した介護予防事業の効果分析については、
次年度からのPDCAサイクルに沿った取組に向けての流れをまとめることができました。

令和３年度は、施設の管理や事業運営について適切に行われています。様々な生活様式に対応した介護予防を実施するため、オンラインに力を
入れて運営を行いました。オンラインを利用したことがない人向けのZoom体験会＆使い方講座や、自宅からオンラインで参加する介護予防事業
の教室、自宅からなど好きなところで視聴できる公開講座など、コロナ禍での介護予防において様々な取組を実施しています。また、実施して
いる内容については、広報やちらし等を作成することで広く周知を行っています。引き続き、オンラインの取組を強化してもらうほか、蓄積し
たノウハウを関係機関と連携し、介護予防の更なる推進につなげられるよう、今後も指導していきます。

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

センター内に常設のご意見箱を設置するとともに、利用者の傾向、
利用者ニーズ及び利用満足度等を調査するアンケートを実施しまし
た。113通の有効回答を頂きました。

事業計画に基づき、各サービスを提供しています。令和3年度は新型
コロナウィルス感染予防強化対策として、検温、消毒、体調チェッ
ク、換気等に追え、「高性能空気清浄機」「二酸化炭素濃度計」の
設置、「館内の光触媒抗菌コーティング加工」を行い、「安心安全
の見える化」を励行しました。また、自宅からでも介護予防に取り
組めるよう「自宅でオンラインエクササイズ」を開発し実施しまし
た。

感染予防対策を徹底した上で、区民のニーズをとらえたサービス提供の取
り組みが行われています。

項目

施設設置目的との整合性

指定管理者による運営状況の内容

関係機関（みなとパーク施設内、教育委員会、社会福祉協議会、い
きいきプラザ等）や区が主催するイベントなどに積極的に協力しま
した。また、介護予防・フレイル予防につながる情報提供や個別の
助言を行うため、本施設の専門職を自主活動グループが実施する地
域活動の場に派遣しました。さらに、区民がいつでもどこにいても
介護予防に取り組めるよう、動画「ラクっちゃ専門職“ミニ講
座”」、ちらし「寺子屋ラクっちゃ」「介護予防お役立ち情報ご案
内」等のコンテンツを作成し配布しました。

地域における介護予防の担い手である自主活動グループの立ち上げや、活
動を支援したほか、みなとパークでのイベントや、各地区で開催されるイ
ベントにも様々なかたちで協力・連携する等、他地区への積極的な地域貢
献が行われています。

港区環境マネジメントシステムに基づき、「二酸化炭素排出量削減
目標達成に向けたエネルギー使用量削減指標の達成」「環境法令等
の遵守徹底」「職員による地球温暖化防止意識のさらなる向上」を
念頭に置き、自主的な取り組みを定め運営しています。

省エネルギーを施設全体で心がけ、環境に配慮した施設の管理・事業の実
施が行われています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

港区有施設の安全管理に関する要綱等に基づき、開館中の見回りを実施す
るなど高い意識をもって適切な安全管理が行われています。

自衛消防隊を組織し、みなとパーク芝浦全体の年間防災訓練計画及
び人材育成計画に基づき避難訓練を行いました。職員の緊急連絡網
の確認や心肺蘇生法・AED訓練を毎月行っています。

みなとパーク芝浦全体の訓練への参加や、施設内における定期的な訓練が
行われています。危機管理基本マニュアルや連絡網を作成し、適切に対応
できる体制が取れています。

始業・終業時及び定期的に施設設備の点検を実施し、維持管理を
行っています。不備・故障などが見つかった場合には、みなとパー
ク芝浦内の施設・設備管理担当や区の所管課に報告し速やかに対処
しています。

港区情報安全対策指針に基づき、個人情報等の管理を行っていま
す。全職員向けの内部研修を実施しています。

予算範囲内で事業を執行し、適切な会計処理を行っています。指定
管理業務の経費についての関係書類も適切に保管しています。

防災・危機管理対応

施設の安全管理

適切な会計処理を行い、関係書類も適切に保管されています。所管課とし
て月次報告におけるモニタリングを実施し、適切な施設運営を適宜確認し
てます。

区の情報安全対策実施手順等を遵守し、適切な管理が行われています。ま
た、区の研修への参加や内部研修の実施など、積極的に取り組んでいま
す。

区が定める指針を遵守し安全管理を行っています。日常点検、総点
検の実施、港区主催の「区有施設安全管理講習会」に職員が参加し
ています。また開館時間中は、任意の時間に職員による全館（男女
更衣室含む）の見回りを実施しています。

労働関係法令及び指定管理法人の就業規則を遵守し、適正に業務に
従事しています。また、受付業務にて、港区シルバー人材センター
を活用しています。

労働関係法令を遵守し、適切に対応されています。また、区と同様に高齢
者等の雇用の安定等に関する法律による雇用促進として、港区シルバー人
材センターを活用しています。

事業計画に基づき職員を配置し、年間計画に沿った研修を行ないま
した。区の取り組みや接遇、指導力向上、コミュニケーションスキ
ル、安全管理、ハラスメント、コンプライアンス、個人情報保護
等、全職員を対象に行いました。また、区や関係機関が主催する研
修にも積極的に参加しました。

協定に基づく適当な人員配置により、円滑な運営が行われています。ま
た、施設内で定期的な研修を実施するなど、職員の資質、専門性の向上に
努めています。

【運営状況】

管
理
運
営

職員の労働条件

アンケートやご意見箱等からの要望については、可能な限り対応し、運営
の改善に活かしています。また、施設内のご意見箱にいただいたご意見
は、ご本人への回答に加え、差支えのない範囲で施設内に掲示して公表し
ています。

点検シートに基づき、施設設備、トレーニングマシン、AED等の安定的な点
検の実施とともに、不具合があった場合は迅速、適切に対応しています。

施設所管課による評価コメント
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