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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館日（日） 352 351

30,732

各種教室・事業実施状況（回） 2,1731,862

各種教室・事業実施状況人数（人） 27,844

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

0

備　考

136,953,588 162,750,000

7,873,489

年度協定書で定める指定管理料 136,953,588 137,582,314 157,684,488153,978,606

0

16,906,695

0

25,848,571 31,755,478

157,684,488

154,856,392

137,582,314

0

0

153,978,606 161,516,000

18,310,000

0

30,291,007

65,064,38062,513,620

14,451,145 15,033,955

6,221,205

17,106,597

6,678,489 7,419,980

-1,493,455 -3,064,034 768,782

11,017,000

18,829,935 17,595,99518,867,070

2,858,667

14,640,483

14,515,205

10,989,726 17,116,000

6,501,097

14,047,180

18,500,000

14,106,415

7,595,884

館長１、副館長１、施設管理責任者１、運営責任者１、看護師１、一般職３、非正規１５

115

非正規非常勤3

14 43.023

3
職員の退職状況
（人／年）

23,100

105,632

令和２年度 令和３年度

令和２年度

3 3

76,826

351

55,188

348 291

0

令和元年度平成29年度 平成30年度

111,534

1,774

利用者数（人）

【事業実績】
項　　目 令和元年度 令和３年度

職員体制の内訳

備　考

66,680,427

153,209,824

0

143,044,005

153,978,606

0

1,688

15,917

157,684,488

0

0

令和元年度

1,974

26,671

106,024

平成30年度

153,978,606

0

事業収入

0

0

0

161,077,597

【財務状況】
項目(単位：円）

0 0

平成29年度

136,953,588 137,582,314

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

8

正規

【職員体制】

8

ピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体 募集方法

0

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

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

1,886,068 1,333,002 5,770,090

161,077,597

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

17,414,213

24,380,537 24,626,885

138,447,043

60,434,485

140,646,348

62,247,357

指定管理料 137,582,314

0 0

0

0 0

区補助金

令和３年度　指定管理施設検証シート

161,077,597136,953,588

平成３１年４月１日から令和６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 ×
株式会社ピーウォッシュ3.66% (R3.6)

太平ビルサービス株式会社2.76% (R3.7)

差引収支額

所管課港南いきいきプラザ（22年度までは港南健康福祉館） 芝浦港南地区総合支所管理課施設名

平均年齢

公募
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個人情報保護条例及び施行規則の遵守を基本
として、個人情報を適切に管理しています。

毎時、館内巡回と施設の点検を行ってい
ます。是正する箇所があった場合、速や
かに対処しました。

予算の執行状況を四半期ごとに確認し、適切
な会計処理が行われていることを確認してい
ます。

労働関連法令を遵守し、積極的に有休取
得を推進してワークライフバランスに努
めました。

労働関連法令を遵守し、適切な運営を行って
います。

シフト管理に基づき、適正な人員の配置を行ってい
ます。研修計画をもとに研修を行い、職員のサービ
スの質と知識の向上に努めました。

業務遂行に必要な人員を適正に配置し、職員のス
キルアップやサービスの質の向上のための研修を
実施しています。

アンケート調査により積極的に利用者ニーズの把
握に努めており、よりよい運営に生かしていま
す。

常に良好な状態で運営できるよう、日々点検
を行い、不具合があれば迅速に修繕を行って
います。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

老人クラブの活動や自主グループ活動の会員
募集に協力しました。地域の会議やイベント
に参加して地域の一員として活動していま
す。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により制限
された状態ではありましたが、老人クラブや自主
グループとの交流、地域のイベントへの参加を
行っています。

港区EMSに基づいて職員研修を実施してい
ます。節電や裏紙の再利用など積極的に
実施しています。

施設全体でエネルギー削減に努め、環境に配
慮した活動を積極的に実施しています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

区有施設の安全に関する要綱に基づき点検・
修繕を実施し適正な安全管理を努めていま
す。

緊急対応マニュアルを作成して、夜間、休日
の連絡体制を整えています。利用者と共に地
震を想定した訓練を実施しました。地震によ
る帰宅困難者のために避難所の開設に協力し
ました。

緊急対応マニュアルを作成する、利用者を含
めた防災訓練を実施する等、緊急時の対応に
備えています。

毎日の点検と年間計画した定期点検を実
施しています。不具合が生じた場合は、
早急に対処しました。

管
理
運
営 港区個人情報保護条例及び個人情報マ

ニュアルに基づいて個人情報を管理し、
職員研修で個人情報の取り扱いについて
確認をしています。

予算に基づいて執行し、四半期ごと執行状況
を報告しました。四半期ごとに執行状況と関
係書類をまとめています。

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

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】
今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止を念頭に施設運営を行いました。介護予防教室や館
事業の教室に多くの方の申込みがあり、教室の定員制限により参加できない方が参加できるよう
教室を増設したり、新規教室を行いました。浴室利用については、感染症予防対策と「入退室の
管理」「リスクの高い人の把握と情報共有」等、安全対策に努めました。さらに恒例の「ゆと
りーむ祭り」や「ブリッジフェスタ」は開催方法を変えて「ゆとりーむ音楽祭」「リモートゆと
りーむ演芸会」として来館者の発表の場や生演奏を聴く機会を設けました。今後も、近隣の関連
施設や地元自治会と情報共有して、高齢者の立場になり、親切、丁寧、公平な接客を実践し、ど
なたにも気持ちよく施設をご利用いただけるような接客対応を引き続き実施し、安心して集い、
楽しめる施設運営を継続していきます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、新しい教室を実施するなど、利用者の
ニーズを考え、工夫して事業を実施しています。施設利用者懇談会や事業後のアンケート等で意
見や要望の収集に努めているほか、職員に直接要望が伝えられることも多く、平時から利用者と
のコミュニケ―ションがよく取れています。安心・安全に施設が利用できるよう、適切な施設管
理・運営ができています。指定管理者としては、適切に対応できていると評価しています。

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

教室事業の終了後に参加者アンケート調査を
実施、ご意見箱を館内に4か所設置して、利用
者の意見や要望を伺っています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止を念頭に
館内事業を100事業、お散歩ツアー等の館外事
業を6事業実施しました。

感染対策を行いながら、新しい事業を実施するな
ど、工夫しながらより良いサービスの提供ができ
るよう各種事業を実施しています。

項目

施設設置目的との整合性

令和３年度に実施し、204名の方に協力し
ていただきました。

利用者の身体能力の維持・向上に焦点をあてた活
動の充実など、明確な目的に基づく事業を利用者
の利益に資する形で行っていることについて評価
を受けました。

利用者懇談会を3回実施し、ご意見を館運
営の参考にしました。定期的に指定管理
者合同会議を開催し利用者の安全安心に
ついて協議しました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
特別な便宜を図ることなく、全ての利用者に
親切、丁寧な接遇を行いました。

第三者評価の実施状況

公平公正かつ透明性を持った運営が行われて
います。

施設内の内部会議だけでなく、地域の施設同
士の連絡会に参加し地域の現状をふまえた運
営に努めています。

高齢者の交流の場、趣味・学びの場、健康づ
くり・介護予防を中心に施設運営を行いまし
た。

高齢者のいきがいや健康づくりを支援するにあ
たってふさわしい事業が実施されており、区民の
交流や自主的活動の促進を図るという設置目的に
沿った運営が行われています。
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