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令和３年度　指定管理施設検証シート

157,571,225156,157,799

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
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）

その他

収入

利用料金

単独

使用許可権限 ×利用料金制 ×0.65

差引収支額

所管課高輪子ども中高生プラザ 高輪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

19,000,831

7,378,299 7,357,372

154,729,979

112,249,710

148,811,188

102,731,293

指定管理料 156,588,545

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

514,120 7,099,192 3,314,701

157,571,225

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
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正規

【職員体制】
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一般財団法人　本所賀川記念館 募集方法

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

0

0

0 0

0

0 0

区補助金

0

事業収入

0

0

0

157,571,225

【財務状況】
項目(単位：円）

554

15,620

152,310 138,280

561

平成30年度

158,362,680

15,250

0

124,792

令和２年度

102,329,633

146,166,171

0

152,121,086

158,362,680

0

583

13,284

160,401,024

館長１名、副館長１名、主任１名、リーダー４名、児童指導員１２名、エリアマネージャー１
名、児童指導員２０名の４０名体制で、子育てひろば、学童クラブ、一般来館児童、支援児童
（障害児）、国際交流担当に分け役割分担をしています。

21

平成29年度

156,157,799 156,588,545

職員の退職状況
（人／年） 2

令和元年度平成29年度 平成30年度

利用者数(人)

21 3040

【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

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

2 1

343

67,518

333 331

令和２年度

5 2

5,118,374

18,739,765

451,980 1,886,909

1,427,820 7,777,357 12,196,509

7,436,085

8,474,140 8,184,3828,400,962

11,912,757

8,279,938

6,868,214

7,456,598 7,510,114

3,864,132

7,805,980

7,602,579

19,904,254

2,996,400

0

8,766,206

0

5,162,072 6,022,778

160,401,024

152,452,851

156,309,594

0

0

157,722,747 159,035,101

7,638,144

0

6,350,879

108,133,079108,338,362

19,383,728 18,931,809

3,792,800

年度協定書で定める指定管理料 156,157,799 156,588,545 160,401,024158,362,680

備　考

法人事務費

155,012,388 157,571,225

0

97,553

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館日数(日間） 344 344

14,334

ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動等実施回数(回) 822

令和元年度

514

ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動等参加人数(人) 13,260

令和３年度
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港区子ども中高生プラザ条例等関係法令、基本協
定に記載された目的をもとに事業計画を作成し、
運営しました。

施設の設置目的を十分に理解し、適切な運営を行ってい
ます。

平成３０年に実施しました。次回は令和６年実施
の予定。

平成３０年度に実施しました。近隣住民との良好な関係
性を築くなど、地域に根差した運営との評価を得ていま
す。

年２回、事業計画で地域懇談会を計画しています
が、コロナ感染拡大防止に伴い、対面では実施せ
ず、各関係者に書面で報告という形にしました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
特定の個人や団体への有利、不利のない運営に努
めました。人権にも重きをおき、差別することな
く、個別の対応にも力を注ぎました。

第三者評価の実施状況

公平公正な運営を行っています。個別の対応が必要な場
合においても、特定の団体の利益となることなく、全て
の利用者が安心して利用できる施設運営を行っていま
す。

定期的に利用者や近隣住民との協議の場を設けていま
す。職員間での情報共有を徹底し、課題解決に努めてい
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】
　令和２年度の反省・評価を踏まえ、３年度も新型コロナ感染対策を講じた上で、できるだけ事業を中止に
せず、工夫してどうしたらできるかを職員間で考え、取り組んだ１年でした。利用者からの意見では、「感
染対策が十分で安心して利用できます」という意見もあれば、「もう少し緩和し、人数制限・時間制の撤
廃、館内で食事ができることを早く再開してほしい」という意見もあり、利用者のニーズにどうこたえてい
けばいいか悩みました。結果的には安全を重視した運営につとめました。今後、通常に向けた運営に切り替
えになったときに、コロナ前の年間事業数をこなしていくだけのスキルを身につけていくことが今後の課題
です。

　令和２年度の経験を踏まえ、感染症防止対策を徹底しつつ利用者の満足度を高める施設運営を行ってお
り、サービスの向上に努めたといえます。
　また、区の指定管理者として、近隣町会や地元企業、大学等との交流を深め、地域の子どもや保護者が抱
える問題にも、地域全体で協力し、解決に向かっています。
　今後も、基本協定や各種法令を遵守しつつ、地域の中核的児童施設としての役割を果たしていけるよう、
協力・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

行事後のアンケートや利用者アンケートを実施し
ました。できるだけ意見を反映できるように努め
ましたが、コロナ感染症拡大防止に伴い、すべて
の要望に応えることはできませんでした。

乳幼児から中高生までの年代ごとの発達段階を踏
まえ、利用者主体の活動・行事・集いを実施しま
した。

発達段階に合わせたプログラムを提供しています。児童
の主体性を尊重し、興味や個性を広げる事業づくりを心
がけています。

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】

令和２年度に引き続き、地域の行事もほぼ中止に
なりました。支所主催の落ち葉拾いには積極的に
子どもも参加し、地域の方との交流ができまし
た。

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
状況においても、近隣町会や地元企業、教育機関との交
流を行っています。

港区環境マネジメントシステム（EMS）を意識した
運営に取り組んでいます。具体的に節電の意識、
廃棄物の削減等を徹底しました。

環境に配慮した事業運営をしています。クールビズや
ウォームビズ、LED化など、利用者が快適に過ごせるよ
うな配慮も欠かさずに運営するよう指導をしています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

点検で確認された改善箇所について、速やかに対応して
います。台風や豪雨などの際には、事前に危険個所の点
検を強化するなど安全管理を徹底しています。

地震や火災を想定した防災訓練を月１回実施し、
消防計画に基づき、利用者の安全確保を迅速に行
えるよう備えています。また、地域防災協議会に
も参加し、情報共有と協力に努めました。

施設実施の防災・防犯の訓練だけでなく、地域の自治会
や区の防災訓練に積極的に参加しています。不審者情報
の速やかな共有など、子どもたちの安全確保を最優先と
する運営をしています。

利用者が常に安心して心地よく過ごせるように、
日常から清掃、衛生、設備の不良点検を心がけま
した。設備の不具合や点検については、高輪支所
管理課に報告しました。

管
理
運
営

港区個人情報保護条例等の関係法令を遵守し、館
内でも年２回個人情報、情報セキュリティ研修を
実施。第３者に個人情報が漏れないこと、個人情
報の誤送付が絶対にないように徹底しました。

適正な執行状況の確認は四半期ごとに確認、会計
担当を置き、本部と連携し、計画的な執行に心が
けました。コロナでできない事業については、管
理課と確認しながら代替え事業を行いました。

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、港区情報安全対策指針等関係条
例を遵守し、個人情報の適切な管理をしています。区の
指定管理者として、個人情報・情報セキュリティの意識
を高く持つよう指導していきます。

年１回の施設安全総点検にとどまらず、日常点検
も実施しました。改善箇所については速やかに対
応しました。

四半期ごとの執行状況報告が提出され、会計処理の履行
を確認しています。また、会計担当者により予算科目ご
との支出の管理が行われており、計画的な執行を確認し
ています。

港区関係法令、労働基準法等を遵守し業務を遂行
しました。働きやすい労働環境を整え、効率的に
業務が遂行できるよう努めました。

労働関係法令を遵守し、適切な運営を行っています。

児童福祉法等に基づき、円滑かつ安全な運営がで
きる職員配置をしました。また経験年数に合わせ
たスキルアップのため、東京都や港区の研修に積
極的に参加し、館内でのOJT研修も実践しました。

学童クラブや児童館事業等の業務遂行に必要な職員を適
正に配置しています。また、職員会議における情報共
有、各種研修への積極的参加など、職員の資質向上に努
めています。

寄せられた意見や相談内容は、毎週内容を確認し、対応
等を施設内に掲示しています。また、行事実施後にはア
ンケートを実施し、利用者のニーズの把握と次回以降へ
の改善につなげています。

施設内外の日常点検を欠かさずに、また清掃・衛生面の
管理を徹底し、常に良好な状態で施設運営ができるよう
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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