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職員の退職状況
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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館日数（日） 343 342

15,310

グループ活動等実施回数（回） 469660

グループ活動等参加人数（人） 13,400

令和３年度
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令和２年度
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港区子ども中高生プラザ条例、仕様書等を遵守
し、運営しています。

港区子ども中高生プラザ条例、基本協定書等に基づ
き、適正な運営がなされています。

令和2年度に第三者評価を実施し、ご指摘いただい
た内容をを改善いたしました。また、結果は館内
で閲覧できるようにしております。

令和2年度に実施しました。

感染症拡大防止のため11月と２月に書面にて地域
懇談会を行いました。各関係機関に活動報告を行
い、意見を集約して情報発信を行いました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

一部の年齢、特定の団体に限ることなく、事業を
提供しています。またおたよりの配布やHPを活用
し、多くの利用者に情報が行きわたるよう努めて
います。

第三者評価の実施状況

特定の年齢や団体等に限ることなく事業を提供してお
り、適切に対応しています。

コロナ禍においても書面開催という形で地域懇談会を
開催し、地域の方々との情報共有を行っています。ま
た、区と指定管理者との月例報告の際に施設の課題を
話し合い、都度、施設の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】
２年目のコロナ禍での活動となり、感染症対策を行いながら従来のイベントを少しづつ行えるようにチャ
レンジした１年となりました。特に乳幼児の保護者からはイベントに参加することが外に出るきっかけに
なったと喜んでいただけました。学校や地域の方々と、顔を合わせることはなかなか叶いませんでしたが
書面での地域懇談会などを通して施設の活動報告を行い地域の様子も伺うことができました。3月には開発
中の竹芝地区のイベントにも太鼓とダンスで参加ができ、施設外での発表の機会を経験できたことで日頃
の練習に明るい目標ができました。今後も新たな地域との交流を広げていきたいと思います。期中での館
長交代でご迷惑をおかけしましたが、来年度からも後任育成を継続して行っていきます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動が制限されたなか、利用者が快適に過ごせるようプログラ
ム等工夫しながら運営していました。また、書面での開催ではありますが地域懇談会を実施し、地域の
方々との連携に努めていました。今後も感染対策を継続しつつ、さらなる利用者サービスの向上に努めて
いくよう指導してまいります。

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

ラウンジにご意見カードを置き、ご意見BOXを受付
に設置しています。ご意見カードへの回答は、受
付前の掲示板に掲示し、誰もが見ることができる
環境を整えています。

毎月のおたよりを近隣の町会長・民生委員・保育
園・小中高校などへの配布したり、ホームページ
で閲覧できるようにしています。

各年代に合わせたイベントを開催しています。すべて
の年代の利用者にイベント情報がいきわたるよう、お
たよりやホームページ以外の情報発信方法の検討を期
待します。

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】

御成門小学校連絡会(月１回)・いじめ対策委員会
に参加しました。また、地域内ディスカッション
などを通して地域の関係機関との情報共有を行い
ました。

感染症拡大防止のため行事等への参加はできなかった
ものの、連絡会等の機会に学校や地域の関係機関との
情報共有をすることで良好な関係を保っています。

昼間の照明を半分にしたり、利用のない部屋は消
灯を心がけています。また、施設内の印刷には裏
紙を使用したり、お菓子の箱などは工作用にリサ
イクルするなどゴミの削減にも努めています。

照明のこまめな消灯、ゴミの削減等積極的に行ってい
ます。また、プラザ神明省エネ推進委員会において、
建物全体のエネルギー使用量や削減目標を確認し、具
体的な省エネ対策を共有しています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

区の要綱・要領に基づき、施設の日常点検を実施し、
施設の安全管理を適切に行っています。

毎月の避難訓練は、学童・一般利用合同で行って
います。また、プラザ神明合同訓練は、防犯訓
練・地震からの火災・止水板設置・防犯訓練を行
いました。

毎月の神明子ども中高生プラザの防災訓練に加え、プ
ラザ神明全体の合同訓練を実施しています。利用者の
安全確保のために、適切な対応をとれる体制ができて
います。

併設するいきいきプラザと連携し、保守点検や清
掃等を行い、利用者が利用しやすい環境を整えて
います。

管
理
運
営

個人情報保護マニュアルに基づき、個人情報の管
理を行っています。施設にてマニュアルの読み合
わせを行ったり、社内や港区で実施される研修に
積極的に参加しています。

経費の使用状況を本部担当者が毎月管理し、適正
に使用されているかを管理するとともに、四半期
ごとに芝支所に報告しています。本部監査室も適
正な管理ができているかを確認しています。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

港区個人情報保護条例を遵守し、個人情報をデータで
保管する場合はインターネット接続されていないパソ
コンを使用する等、個人情報を適正に管理していま
す。

職員が担当を持ち、日常の点検を行っています。
併設するいきいきプラザと連携し、警備委託業者
が全体の安全管理を行っています。

四半期ごとの予算執行状況報告書により、適切に会計
処理が行われていることを確認しています。

労働基準法、就業規則を遵守し、業務に従事して
います。

労働関係法令を遵守し、適切に対応しています。

適切な人員配置に努めています。職員の能力に応
じて、年間を通してコース別に研修を行っていま
す。その他には、自由選択研修も取り入れ、個人
のスキルアップに努めています。

業務遂行に必要な人員を配置し、運営しています。ま
た、コース別研修を取り入れ、職員の知識と技能の向
上を図っています。

ご意見BOXを設置し、利用者からの率直なご意見を聞く
体制を整えています。ご意見に対する回答は掲示板に
掲示し、見える化を図っています。また、利用者から
の要望をもとに、事業の改善を行っています。

修繕すべき箇所を発見した場合には速やかに対応して
います。また、併設するいきいきプラザと連携し、利
用者が快適に施設を利用できるように努めています。

施設所管課による評価コメント
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