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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

入館者数（人） 321,662 313,382

176,122

350,962

178,929 180,002 182,868

登録者数（累計：人） 17,88017,659

資料蔵書数（点）

資料貸出数（点） 347,437

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

三田図書館の欄に一括計上

本部経費ほか

― ―

842,688

年度協定書で定める指定管理料 ― ― ――

849,409

3,026,511 3,594,636

100,539,000

99,899,320

― ― ―

24,862,938

3,599,826

58,544,80059,193,896

10,585,863 10,911,084

639,680

9,139,660

三田図書館の欄に一括計上

912,361 632,375

-7,137,407 -445,718 346,321

23,709,543

1,002,636 1,008,8321,000,912

―

1,296,887

―

17,077,572 24,737,955

1,122,701

730,217

24,659,533

10,306,441

1,339,858

館長1、副館長5、一般担当11

910 1 3117

3
職員の退職状況

（人／年）

335,629

340

令和２年度 令和３年度

令和２年度

0 2

343

247,547

290

181,625

309,629 195,242

0

令和元年度平成29年度 平成30年度

343

16,899

開館日数（日）

【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

58,706,250

98,991,679 99,242,113

99,338,000

17,278

279,293

100,539,000

令和元年度

17,215

361,609

343

平成30年度

99,338,000

事業収入

100,539,000

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度

88,816,717 88,816,717

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

7

正規

【職員体制】

7

株式会社図書館流通センター 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

― ― ―

三田図書館の欄に一括計上―

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

9,124,796

3,959,853 3,887,211

95,954,124

57,230,071

89,262,435

57,049,243

指定管理料 88,816,717

区補助金

令和３年度　指定管理施設検証シート

100,539,00088,816,717

平成31年4月1日～令和6年3月31日

収
支

(

実
績
)

その他

収入

利用料金

グループ（5館1分室）

使用許可権限 ×利用料金制 ×0

差引収支額

所管課港区立赤坂図書館 図書文化財課施設名

平均年齢

公募
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事業者としてプライバシーマークを取得しており、ま
た、情報管理に関わる職員研修に積極的に取り組むな
ど、情報の適切な管理に努めていることが確認できま
す。

法令に基づいた定期点検を行っていま
す。また、担当者が日常点検を行い、安
全を確認し、区に報告しています。

毎月収支報告書が提出されており、適切に指
定管理料を執行管理をしていることが確認で
きます。

労働関係法令を遵守しています。職員異
動時は従業者名簿を、勤務シフト表・社
会保険加入率は毎月報告しています。

勤務シフト表、社会保険加入率は毎月、従事者名
簿については年度当初や変更があった際に速やか
に提出されています。

司書資格所有者または1年以上の図書館勤務経験者
で構成されております。定期研修プログラムがあ
り、毎月の館内整理日には各種研修を行っていま
す。

円滑な業務を遂行するための人員が配置されています。
また、職員に対して様々な研修を実施していることを業
務報告書により確認しています。

アンケート実施後、集計結果をより良い館運
営に反映させようと積極的な姿勢が見受けら
れます。

毎月提出される作業報告書や管理日報などに
より、適切に維持管理されていることを確認
しています。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

※必要に応じて資料を添付してください。

赤坂・青山共育事業への協力、赤坂支所内の他施
設、都立特別支援学校など、地域連携を大切にし
た利用者サービスを展開しています。

地元の教育機関や企業、各種団体と交流を持
つなど積極的に地域貢献を行っています。

環境に関する研修を受講し、事務室や、
バックヤード部分を含め、照明・空調等
エネルギー削減に努めています。

環境に関する研修への取り組みや事務室等の照
明・空調等のエネルギー削減に努めるなど環境に
配慮した運営が行われています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

区有施設日常点検表の作成、提出がされてお
り日々適切に施設の安全管理を行っているこ
とを確認しています。

消防訓練、防犯研修のほか、青山一丁目
スクエア管理組合による消火・避難訓練
に参加し、万一に備えています。

各種訓練を実施・参加するとともに、緊急時
には、所管課への連絡・報告が迅速に行われ
ており、適切に対応しています。

施設・設備に修繕が必要な場合は対応
し、その実施・完了については区に報告
し、承認を得ています。

管
理
運
営

個人情報保護研修、プライバシーマーク
研修を実施しており、情報の適切な取り
扱いに努めています。

毎月収支報告書の提出を行っています。清算項目
である人件費・光熱水費・修繕費・再委託の落差
金については、全館分を合算し区に戻入していま
す。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

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】
地域特性を活かして、企業や大使館などの近隣施設と連携した文化講座を開催するな
ど様々な事業を展開しています。地域連携では赤坂・青山共育情報局登録団体とし
て、共育フェスティバル参加など子どもたちを地域ぐるみで見守り、育てる事業を
行っています。保育園、幼稚園、小中学校、都立の特別支援学校とも協力し、おはな
し会、団体貸出し、職場体験、見学会などを行っています。施設管理では防災セン
ターと連携し、安全・安心な図書館運営に努めております。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努めながら、近隣の教育機関や各施設と連携
し地域特性を生かした事業を行うなど、積極的に地域貢献に取り組んでいます。
施設管理についても、入居ビルの防災センターと連携し適切に管理を行い、誰もが安
心して利用できる図書館の運営に尽力しています。

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

第三者評価実施の際に利用者アンケート
を実施しています。

地下鉄青山一丁目駅に近く、社会人の利用が多
く、親子連れの利用も増えています。事業では、
おはなし会、映画会などの定例事業のほか、教養
講座を実施しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止に努めなが
ら、地域の特性に応じた利用者サービスを工
夫して実施しています。

項目

施設設置目的との整合性

令和３年度に実施しています。
第三者評価結果で改善を事項に対しての改善
を行おうとする姿勢が見受けられます。

毎月、運営協議会、館長会に出席し、
区・他館との情報共有・調整を図ってい
ます。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
書籍等の館外貸出を受けるには居住地等の登録条
件が必要ですが、それ以外は誰もが利用できる施
設であり、公平なサービスを提供しています。

第三者評価の実施状況

利用条件に応じて公平なサービス提供を行っ
ています。

定期的に開催される館長会や各業務担当ごと
の担当者会議への参加を通して、情報共有・
調整を行っています。

港区立図書館条例に定める図書館業務
を、基本協定に従って遺漏なく実施して
います。

事業計画に沿った事業運営、施設管理が行わ
れており、協定を遵守し、適切に業務を行っ
ています。
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