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令和３年度　指定管理施設検証シート

450,261,580420,708,093

平成29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

芝地区いきいきプラザでグループ化

使用許可権限 ×利用料金制 ×百葉の会1.93％、東急コミュニティー2.34％

差引収支額

所管課芝地区いきいきプラザ（三田・神明・虎ノ門） 芝地区総合支所管理課施設名

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

67,468,660

29,034,637 26,885,752

410,112,737

226,463,392

424,138,700

248,119,763

指定管理料 425,135,523

0 0

0

0 0

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

7,398,203 457,132 22,999,399

450,261,580

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

44

正規

【職員体制】

44

百葉の会・東急コミュニティー共同事業体 募集方法

0

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

平成30年度

440,789,496

0

事業収入

0

0

0

450,261,580

【財務状況】
項目(単位：円）

0 0

平成29年度

420,708,093 425,135,523

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

252,701,377

442,870,220

0

373,566,834

440,789,496

0

5,348

34,440

449,296,572

0

0

令和元年度

9,928

110,858

346,788

57,609

329,378

令和２年度 令和３年度

令和２年度

10 14

166,647

356

113,310

355 295

13

令和元年度平成29年度 平成30年度

344,053

9,619

統括館長１人、館長３人、副館長1人、総合運営・事務員13人、ロビー運営15人、トレーニング
運営25人、建物維持管理４人の体制で早番・遅番のローテーションを組んでいる。

118 17 4562

12
職員の退職状況
（人／年）

27,506,283

67,289,596

11,905,461 14,010,741

10,595,356 996,823 -2,080,724

41,801,076

33,618,575 36,552,05436,464,501

2,253,859

75,729,738

36,445,196

36,926,546 43,012,688

8,273,478

32,702,033

44,465,013

68,935,449

12,747,636

0

34,621,892

0

12,748,038 17,066,278

449,296,572

422,755,297

434,751,065

0

441,327,021 449,350,029

44,092,829

0

27,657,911

239,865,940197,383,313

72,330,427 73,988,538

14,310,194

年度協定書で定める指定管理料 420,708,093 425,135,523 449,296,572440,789,496

備　考

435,823,418 452,102,864

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館日数（日） 355 356

112,707

各種教室・事業実施回数（回） 8,6869,717

各種教室・事業参加者数（人） 109,067

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

8

別紙３
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施設の設置目的（高齢者のいきがいづくり、学び
の場・介護予防、健康づくりの場・ふれあい、コ
ミュニティ活動の場）に沿って作成した事業計画
を基に運営しています。

施設の設置目的や基本協定書に基づき、適正な運営が
なされています。

令和3年度は実施しておりません。
令和元年度の結果をホームページ上で公開していま
す。

各施設、利用者懇談会を2回実施し、ご要望につい
ては可能な限り対応しています。また区と指定管
理者との報告会や、高齢者相談センターとの定例
会を実施し、密に意見交換を行っています。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

各講座の募集について、原則抽選方式を取り入れ
る等、特定の利用者に有利、不利の扱いが生じる
事のないよう、公平性を保ち運営を行っていま
す。

第三者評価の実施状況

特定の利用者に便宜を図ることなく、誰にでも同様な
サービス提供を行うよう努めています。

感染症対策を取りながら、区と指定管理者で意見交換
し、事業運営及び施設設備の課題改善に努めていま
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】
「お客様が幸せになれるいきいきプラザづくり」を施設運営方針とし、運営してきました。新型コロナウ
イルス感染症の影響により5月は事業中止がありましたが、できるだけ多くの事業を実施することを念頭に
置きつつ、お互いの距離が取れるよう配置の工夫、利用人数の制限などを考え、感染予防対策を強化して
運営してきました。おまつりも開催方法を工夫し、実施することができました。引き続き、利用者の声に
耳を傾けながら、利用者の方に満足いただける施設運営を行うと共に、安全安心の施設環境を整え、地域
と連携しながら、地域の拠点として、いきいきプラザの役割を果たしていきたいと考えています。

感染症対策を取りながらも、利用者の声に耳を傾け、多様なニーズを把握し、事業の見直しを行う等、真
摯に運営を行っていることは評価できます。区との関係性においても、頻繁に情報共有を図り、緊張感を
持ちながらも緊密な連携が維持できており、今後も利用者の満足度の向上を図るよう適切に指導していき
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

利用者満足度調査を年1回実施したほか、各事業に
おけるアンケートの実施、ご意見箱の設置をし、
利用者の意見・要望を把握しています。

お客様の声に耳を傾けながら、多様なニーズに対
応した事業を実施し、利用継続につなげてきまし
た。また、感染症対策を行い、安全な環境の整備
を心掛けています。

感染症対策を取りながら、出来る限りの事業を実施し
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

【運営状況】

老人クラブの活動に協力しています。職員が地域
の方のサロン活動に赴き、栄養講話と運動指導を
行いました。また、おまつりでは、地域で活動し
ている団体や施設を利用している方々にステージ
発表の機会を提供しました。

感染症対策を取りながら、地域の方々の身近な施設と
なるよう関係機関と連携するするよう努めています。

EMS研修を実施し職員の意識向上に努め、照明や空
調をこまめに調整する等、省エネに取り組んでい
ます。またマイボトル持参の周知も図っていま
す。

施設全体として、エネルギー節減に対する努力や資源
ごみのリサイクルを行い、日々環境配慮に努めていま
す。また、省エネ推進委員会内では、さらなる省エネ
に向けた取組について話し合いを行っています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

常に安全面に配慮しており、日常点検、安全総点検等
において、必要な是正箇所がある場合は速やかに改善
しています。

併設施設と合同で、防災訓練、避難所開設訓練、
防犯訓練を実施しています。緊急時に備え、緊急
対応マニュアルを作成、夜間休日の緊急連絡体制
も整備しています。

施設内で様々な防災訓練を実施しており、緊急時につ
いても適切な連絡体制を整備しています。

法令に基づいた定期点検のほか、常に良好な状態
で施設の提供ができるよう日常点検・清掃を行っ
ています。また故障や破損個所等が発生した際
は、速やかに区に報告し、修繕を行っています。

管
理
運
営 安全対策実施手順に基づき管理を行っています。

職員は情報セキュリティー研修を受講し、情報管
理の重要性を理解し業務に携わっています。パソ
コンのパスワードも定期的に変更しています。

予算の範囲内で事業を実施し、適切な会計処理を
行っており、四半期毎に執行状況を報告しまし
た。また、指定管理業務の経費に係る関係書類は
適切に保管しています。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

区主催の研修への参加や、ウイルス定義の更新等を実
施するとともに個人情報保護に係る法令を遵守し、個
人情報の取扱にも十分留意しています。

区の要項等に基づいた安全管理を適切に行ってい
ます。また、年に1回施設の安全総点検を行い、是
正部分は速やかに改善しています。

期日を遵守した書類等の提出を行うとともに、関係書
類は適切に保管され、証拠書類も確認できます。ま
た、経費の使用方法についても区と適宜協議していま
す。

労働基準法および就業規則を遵守した労働条件の
もと、業務に従事しています。

労働関係法令を遵守し、適切な運営を行っています。
また、シルバー人材センターを活用するなど、区民雇
用の促進を図っています。

各施設に責任者を配置し、管理体制を取っていま
す。育成については、区主催の研修に参加するほ
か、法人内部や外部研修にも積極的に参加してい
ます。

業務運営に必要な人員配置をしています。また、育成
については、研修への参加により職員の資質向上に努
めています。

事業アンケートや利用者アンケートによって寄せられ
た意見、要望及び苦情に対した対応を施設内に掲示す
るなど、日々、運営改善に努めています。

設備等は法令に基づき点検を行っています。修繕に関
しては、区と協議し、速やかに実施しています。

施設所管課による評価コメント
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