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令和３年度　指定管理施設検証シート

122,720,000125,347,604

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

所管課港区立港南図書館 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

16,580,918

3,586,996 3,381,447

127,921,807

56,463,956

124,384,550

50,819,016

指定管理料 125,347,604

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

11

正規

【職員体制】

9

株式会社図書館流通センター 募集方法

2

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

平成30年度

120,937,000

事業収入

122,720,000

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度

125,347,604 125,347,604

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

50,933,832

119,279,836 122,249,731

120,937,000

9,729

230,624

122,720,000

令和元年度

9,785

288,631

343

285,691

340

令和２年度 令和３年度

令和２年度

0 2

343

175,976

288

176,551

187,637 136,575

3

令和元年度平成29年度 平成30年度

343

9,669

館長 1人、副館長 5人、一般担当 9人

44 3715

0
職員の退職状況
（人／年）

-2,307,693

16,571,609

三田図書館の欄に一括計上

1,879,470 801,960

-2,574,203 963,054 1,657,164

34,265,398

15,154,378 15,595,25916,671,011

―

470,269

―

34,521,490 30,116,818

2,410,668

14,152,656

30,638,239

18,614,357

2,741,486

16,039,251

2,843,204 2,864,715

122,720,000

125,027,693

― ― ―

30,782,115

3,217,610

53,618,92454,020,772

18,825,734 19,125,078

1,625,250

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― ―

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

入館者数（人） 202,184 198,802

175,179

283,917

175,474 176,057 177,380

登録者数（累計：人） 10,3549,926

資料蔵書数（点）

資料貸出数（点） 274,467

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

0
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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
しております。

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。

株式会社図書館流通センター館長連絡会、港区図
書館館長会、各業務担当別連絡会や芝浦港南地区
運営会議に参加し情報共有に努めております。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
個人情報保護研修、ブックキャラバン(図書資料
を用いた選定作業を行い選書基準の重要性を認
識)に参加し、公平な運営を心掛けております。

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
当者会議や芝浦港南地区運営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】
図書館館運営においては"新型コロナウィルス感染拡大防止を徹底し利用者の方々に安
心して利用していただく"ことを最も心掛けております。その範囲の中で、今年度も地
域とともに歩む図書館として、地域住民の特性に合せ、地域の施設や教育機関と連携し
て実施可能な事業・行事を展開しております。加えて、施設・設備の維持管理や安全管
理についても、利用者の安心・安全な利用を支えるべく、努めて参ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努めながら事業内容を工夫して利用者サービス
の提供を行いました。
防災センターと連携し施設管理を行い、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。

地域住民の特性に合せ、生涯教育を推進する観点
から、子育て世代・中高年世代に対し必要かつ
有益なサービスを心がけています。

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】

※必要に応じて資料を添付してください。

「品川ハロウィン」への参画、「港区図書館を
使った調べる学習コンクール」への芝浦港南地
区小・中学校の参加支援などを行っております。

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。

環境マネジメントシステム関連研修、照明・空
調の電力削減に努めております。廃棄図書はリ
サイクル本とし、ごみ削減に努めております。

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。

防火防災自主訓練を全員研修に組込み実施して
おります。館内の犯罪行為を未然に防ぐため、
注意喚起の放送、巡回強化に努めております。

防火防災自主訓練を職員全員で実施するととも
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、施設・設備保守点検報告書の提出と
工事完了報告を行い、適切に施設・設備の
維持管理に努めております。

管
理
運
営

情報管理研修を積極的に行っております。株式
会社図書館流通センターとしてプライバシーマ
ークを取得、適切な取扱いに努めております。

収支報告書を毎月提出しております。精算項目
(人件費･光熱水費･修繕費･再委託費)落差金は
全館分合算し5月までに区に戻入しております。

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。

法令に基づく定期点検を行っております。毎日
の巡回にて施設屋内外を点検、施設日常点検表
を月次で作成し、安全管理に努めております。

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

各人労働条件に則した勤務シフト表の提出、社
会保険加入状況報告、従事者名簿提出を実施し、
関係法令遵守の適切な運営を行っております。

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。

図書館勤務経験1年以上の者100％、司書資格保
有者80%の適正な体制にて業務遂行を行っており
ます。また研修により育成に努めております。

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
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