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令和３年度　指定管理施設検証シート

125,666,000123,245,414

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

所管課港区立麻布図書館 図書文化財課施設名

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

16,545,461

4,671,620 4,579,312

124,131,397

64,009,455

123,232,363

62,194,633

指定管理料 123,245,414

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

― ― ―

三田図書館の欄に一括計上―

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

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

平成30年度

124,394,000

事業収入

125,666,000

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度

123,245,414 123,245,414

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

64,130,373

128,220,995 124,108,956

124,394,000

14,861

309,479

125,666,000

令和元年度

14,191

339,566

343

396,152

340

令和２年度 令和３年度

令和２年度

1 8

343

247,638

290

142,084

276,526 187,804

8

令和元年度平成29年度 平成30年度

343

13,175

館長1名、副館長5名、一般担当者11名、巡回スタッフ１名

1011 1 3818

5
職員の退職状況

（人／年）

-4,823,042

16,538,266

三田図書館の欄に一括計上

263,584 2,714,505

-885,983 13,051 -3,826,995

32,033,191

6,615,281 7,539,8987,602,171

―

1,557,044

―

31,835,686 30,975,529

475,100

6,211,840

30,518,867

18,767,997

2,243,285

7,248,447

3,150,297 3,868,791

125,666,000

130,489,042

― ― ―

30,687,997

4,092,693

67,205,60761,612,870

18,925,143 19,404,045

3,520,809

年度協定書で定める指定管理料 ― ― ――

備　考

三田図書館の欄に一括計上

本部経費ほか

― ―

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

入館者数（人） 252,389 249,151

122,504

343,972

129,929 136,267 148,380

登録者数（累計：人） 16,09314,800

資料蔵書数（点）

資料貸出数（点） 347,707

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

6
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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。

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、港区図書館館長会において所管課の課長・
各係長出席のもと各館事業報告および各種情報共
有を行っています。また、各業務担当者は担当別
会議等に毎月参加し情報共有を行っています。

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。

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】
地域施設・団体・学校・類似施設・近隣公共施設等と連携しながら事業や展示等を実
施し、“地域の役に立つ、地域に愛される図書館づくり”を目指したサービスを推進
し、「生涯を通じて豊かな学びを支える図書館」の実現に取り組んでいます。今年度
から新たな利用者の獲得を目指して新しいイベント企画と積極的な広報活動を展開し
ています。また、施設・設備においては、日常の巡回・点検を怠らず、常に危機意識
持ち、安全に配慮した管理運営を行っています。

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
し事業を行うなど、積極的に地域貢献に取り組んでいます。
また、建物の管理者として適切に施設管理を行い、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。

“地域の役に立つ、地域に愛される図書館づく
り”を目指し、来館していただくこと、親しんで
いただくこと、そして継続的にご利用いただくこ
とを念頭にサービスの向上に取り組んでいます。

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

指定管理者による運営状況の内容

【運営状況】

あっぴぃ麻布での定例のおはなし会、「図書館を
使った調べる学習コンクール」の支援、大使館連
携などを実施しました。港区麻布地区総合支所と
連携し麻布地区の情報発信に取り組んでいます。

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。

区主催のEMS研修などの環境に関する研修を職員全
員が受講し、こまめな消灯、トイレの自動照明
化、空調運転管理の調整等に取り組み、区環境方
針の周知・浸透を図っています。

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。

避難訓練・消防訓練の他、救急救命研修や防犯研
修および危機管理研修を実施しています。図書館
スタッフと危機管理スタッフが巡回し危機管理対
応の強化に努めています。

各種訓練を実施するとともに、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。

毎月の保守点検および適宜必要な修繕を実施
し、その完了報告書を提出し、適切に施設・
設備の維持管理に努めています。

管
理
運
営

個人情報保護研修やプライバシーマーク研修など
の職員研修に積極的に取り組んでいます。また企
業としてプライバシーマークを取得しており、情
報の適切な取扱いに努めています。

毎月収支報告書を提出しています。精算項目であ
る人件費・光熱水費・修繕費・再委託費の落差金
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

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。

スタッフの定時巡回による日常点検を実
施して安全確認を行い、区有施設日常点
検表を作成し提出しています。

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。

従事者名簿、勤務シフト表、社会保険加
入率を毎月報告し、労働関係法令を遵守
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。

司書資格所有者及び1年以上の図書館勤務経験者を
配置し業務遂行上適正な職員体制にしています。
各種プログラムの研修を実施し、職員の育成に努
めています。

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する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
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