
歳

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

開館日数（日） 358 358

103,237

4館平均値

4館合計各種教室・事業実施回数（回） 5,7417,283

各種教室・事業参加者数（人） 75,656

359

100,271

355

職員体制の内訳

7,604

298

令和２年度

1 7

202,388

4,654

備　考

本部費

299,343,217 315,894,810

11,952,148

年度協定書で定める指定管理料 299,343,217 295,769,274 316,086,097302,911,289

0

4館合計

38,980,795

0

21,446,619 29,747,000

316,086,097

289,826,686

11,399,627

22,566,377

60,744,115

10,961,656

0

令和２年度

123,893,211

291,511,662

0

266,941,800

302,911,289

0

316,086,097 308,548,808

302,662,987

0

0

303,860,331 305,069,650

21,458,067

0

36,017,401

123,430,167115,783,820

63,108,581 64,140,691

18,722,122

57,794,352

15,402,246 10,258,281

20,101,340 7,938,624

18,897,797

37,604,186 39,336,52639,886,381

3,951,788

49,144,297

37,138,708

19,410,842 21,262,128

10,811,691

33,192,565

46,648

131,505

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 6

210,505 208,669

(内訳)統括責任者兼マネージャー1名、館マネージャー3名、施設管理担当1名、看護師4名、理学療
法士1名、総合職28名、受付職2名、カフェスタッフ3名）

733

平成29年度

職員の退職状況
（人／年） 6

令和元年度平成29年度 平成30年度

利用者数（人）

白金台3、白金2、豊岡0、高輪2

26 5043

【事業実績】
項　　目 令和元年度 令和３年度

59,201

7,916

88,848

4館合計

0

0 0

0

0 0

【財務状況】
項目(単位：円）

299,343,217 295,769,274

令和３年度

0

令和元年度

0

302,911,289

平成30年度

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

10

正規

【職員体制】

10

社会福祉法人奉優会 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

13,998,769 7,017,151 13,078,077

308,548,808

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

57,908,075

35,575,164 38,788,303

279,241,877

113,968,132

287,830,650

121,025,358

指定管理料 295,769,274

0区補助金

0

事業収入

0

0

令和３年度　指定管理施設検証シート

308,548,808299,343,217

令和3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

高輪地区いきいきプラザ（豊岡、高輪、白金、白金台）でグループ化

使用許可権限 ×利用料金制 ×2.33%

差引収支額

所管課高輪地区いきいきプラザ（豊岡、高輪、白金、白金台） 高輪地区総合支所管理課施設名

平均年齢

公募
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個人情報保護関係法令を遵守し、PCの定期的なパスワー
ド変更など、個人情報を適切に保護しています。

年に一度、港区所管課立会いの下、安全総点検を
行っています。結果は施設管理担当者と各マネー
ジャー、統括責任者とで共有し、指摘箇所は速やか
に改修を行っています。

予算の執行状況については、適切な会計処理がなされて
いることを確認しています。また、指定管理料の執行に
ついても区と協議の上、計画的に行っています。

職員は就業規則、労働基準法等を遵守した労働条件
の下で業務に従事しています。クラウド型勤怠管理
システムを活用し効率的な勤怠・有給管理に努め、
適切な残業申請、有休取得申請を指示しています。

労働関係法令を遵守し、適正な労働条件のもと運営を
行っています。また、シルバー人材センターを活用し、
区民の雇用促進を図っています。

統括責任者のほか、各館にマネージャーを配置し管
理しています。港区研修の他、内部・外部研修にも
積極的に参加しています。

特定の団体等に有利又は不利となるような運営はなされ
ておらず、公平な運営が行われています。また、平等に
参加できる取組も積極的に行っています。

適切に実施されており、利用者の意向や主体性を尊重し
ています。また、アンケートの結果についても公開し、
課題の改善に努めています。

施設や付帯設備を常に良好な状態で維持するため、各種
法令等に基づき、業者との連携のもと適切に保守管理を
行っています。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

地域の町会、老人クラブ、地域防災会などの行事
や、併設されている保育園、児童館の事業、港区の
企画等に参加、協力することで、地域貢献を図って
います。

行事への積極的な参加により、地元町会・自治会、その
他関係団体と良好な関係を築きつつ、地域貢献に努めて
います。

港区環境行動指針、港区ＥＭＳ等に基づき、水光熱
等の節減、資源節約の徹底の努力を行っています。
毎年必ずＥＭＳ所内研修は全館にて実施していま
す。

エネルギー等削減目標・計画シートを作成し、日常的に
省エネルギー化に取り組んでいます。

地域貢献

施設・設備の維持管理

年１回の安全総点検に加え、日常安全点検を含む館内巡
回を行うなど施設の安全管理を徹底しています。修繕・
改修については、区と協議の上、速やかに実施していま
す。

関係法令を遵守して併設施設と合同で防災・防犯訓
練を実施しています。緊急時に備え、夜間休日緊急
連絡網を整備しています。

緊急事態を想定した防災・防犯訓練を併設施設と連携を
取りながら行っており、緊急時の利用者の安全確保に努
めています。

法令に基づいた定期点検の他に、良好な状態で施設
を提供できるように、施設管理担当者を配置するこ
とで業者とも密に連絡調整し、修繕、清掃、日常点
検を行っています。

管
理
運
営

ご利用者の個人情報は鍵のかかる書庫に保管してい
ます。また、職員が使用するパソコンはパスワード
を設定し、定期的に変更も行っています。

マネージャーは毎月本部経理課で管理される予算実
績表と勘定元帳を確認し、予算管理を行っていま
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】
令和３年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の休止等がありましたが、感染予防を徹底し可
能な限り事業を実施しました。また、感染に不安を感じている方がいることを考慮し、自宅からでも事業に
参加できるよう、介護予防体操の動画配信やオンラインでの講座の実施など、フレイル予防につながるよう
プログラムを提供しました。さらに、コンサート等の大型イベントは申し込み制にし人数を制限して開催す
るなど、実施方法を工夫することで徐々に開催の機会を増やしています。今後も、感染リスクの軽減と事業
参加者増加の両立を図るとともに、透明性のある運営に取り組んでまいります。

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業の休止等があったものの、自宅で
自粛中の利用者のサポート（自主期間中に自宅で見れるコンテンツの提供）、時勢に沿った精力的な新規事
業（オンライン講座等）の実施など、常に向上心を持った事業運営を行っています。また、利用者からの意
見やアンケートなどを分析し、利用者のニーズに即した高齢者支援プログラムを展開するなど、高齢者福祉
施設としての役割を的確に認識しています。平成３０年度に実施した第三者評価の結果も踏まえ、各種事業
の見直しやサービスの質向上など、より高い水準での事業運営に向けて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

年に１回顧客満足度調査や、事業実施後のアンケー
トを行っています。顧客満足度調査は施設内への掲
示やホームページにて公開しています。

利用者の多様なニーズに対応する為、介護予防事
業、サロン事業、新規事業、オンライン講座等各館
毎月約３０種類の事業を開催しました。

令和３年度も、新型コロナウイルス感染予防のため中止
した事業、定員数を減らした事業があり、各種教室・事
業参加者数は減少しましたが、オンライン講座など工夫
をにおいても家でできる運動などの情報発信や、リモー
トでの講座を積極的に進めるなど、コロナ禍においても
時勢に合わせたサービスを柔軟に提供しています。

項目

施設設置目的との整合性

第三者評価は、平成３０年度中に実施しました。
第三者評価は、平成３０年度中に実施し、おおむね良好
との評価を得ています。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

自由参加のイベント型事業やサロン事業以外は抽選
方式を取り入れるなど、多くの方に平等に参加いた
だける体制を整備し、公平性を保った運営をしてい
ます。※令和３年度は、新型コロナ感染防止のた
め、参加人数を制限し実施しています。

第三者評価の実施状況

特定の団体等に有利又は不利となるような運営はなされ
ておらず、公平な運営が行われています。また、平等に
参加できる取組も積極的に行っています。

令和４年度においても、引き続き、新型コロナウイルス
感染症対策をとりつつ、実施するよう指導してまいりま
す。

地域の方（老人クラブ、社会福祉協議会、チャレン
ジ・コミュニティ・クラブ等）と４館ご利用者をお
招きし、運営委員会を年2回開催しました。

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。

施設の設置目的に沿った運営が計画的に行われていま
す。
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