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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

入館者数（人） 767,494 742,945

191,550

522,504

194,349 203,957 288,477

登録者数（累計：人） 29,68730,439

資料蔵書数（点）

資料貸出数（点） 501,558

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

※5館1分室合計額

本部経費ほか

621,388,000 690,888,000

6,817,437

年度協定書で定める指定管理料 195,790,158 195,790,158 688,631,000682,607,000

19,424,778

3,566,274 4,504,971

214,553,000

214,577,886

621,388,000 684,607,000 690,888,000

52,791,129

4,396,217

95,820,42095,909,058

42,295,851 40,369,850

-6,976,886

37,531,839

※5館1分室合計額

6,822,022 5,888,527

-1,665,074 150,737 -1,322,437

54,047,847

18,941,369 18,294,35319,061,168

2,274,884

-3,236,161

5,300,810

41,845,724 53,134,744

5,496,552

16,409,412

51,195,506

42,091,365

3,262,361

1414 3629

1
職員の退職状況

（人／年）

398,795

339

令和２年度 令和３年度

令和２年度

1 1

263

468,258

289

218,402

715,278 414,239

1

令和元年度平成29年度 平成30年度

342

29,458

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

90,903,231

214,708,437 217,789,161

213,386,000

29,476

391,954

214,553,000

令和元年度

29,953

538,903

342

平成30年度

213,386,000

事業収入

207,601,000

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度

195,790,158 195,790,158

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

15

正規

【職員体制】

14

株式会社図書館流通センター 募集方法

1

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

4,087,917 1,981,523 482,921

※5館1分室合計額680,012,000

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

37,611,605

4,981,033 5,010,895

197,455,232

75,131,122

195,639,421

86,613,477

指定管理料 195,790,158

区補助金

令和３年度　指定管理施設検証シート

207,601,000195,790,158

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 ×6.9%

差引収支額

所管課港区立三田図書館 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。

再委託している設備、清掃、警備担当者が常駐
し、チェックをこまめに行い、情報共有の中、運
営を行っています。

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。また、毎月、勤
務シフト表、社会保険加入率、従事者名簿（随
時）を報告しています。

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（76.0％）、1年以上の図書館勤務
経験者（86.0％）で構成、社内での定期研修、毎
月の館内整理日にも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

【運営状況】

地元の小中高等学校、大学、企業、施設団体、商
店会、港区観光大使等と地域貢献する為の新たな
交流を持ち、打合せを進めています。

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、事務室やバックヤード部分の
照明・空調エネルギー削減、廃棄図書はリサイク
ル本として利用者に提供し、ごみの削減に寄与し
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、優良防火対象物研修、救命
救急講習を実施し、館内巡回、注意喚起の館内放
送、迷惑行為には警備担当者と連携を図り対応し
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。

設備の管理は建物管理業者に再委託し、施設・設
備に修繕が必要な場合は、修繕方法等、状況に応
じ区と協議し、実施・完了について報告し了承を
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
施する他、社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、全館分を合算し調整致します。

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

小中学校と調べる学習コンクールを通じての連携強化、今まで取組んでいなかった一般・児童イベントを実
施し、多くの方々に参加頂きました。地域連携にも力を入れ、地元の企業、大学、施設団体、港区観光大使
等との連携で地元貢献を進めています。繁忙時間帯は、出来るだけお待たせしないカウンターの対応を心掛
けています。施設管理では、安全・安心を基に、常に危機管理意識を持ち、館内施設担当者や警備担当者と
連動し日々の対応を図りました。2022年4月1日の三田図書館移転開設に向けた準備を行いつつ、１月と２月
は完全休館せずにカウンターでの予約資料の貸出と返却業務を行うなど可能な限り利用者へのサービス提供
を継続しました。

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。
また、令和４年４月１日の三田図書館の移転開設に当たり、区と調整を行い移転に向
けた準備を進め、また、より一層の地域貢献を行うために様々な地元の企業や団体等
と交流を持ち連携を行っています。

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。

迅速・円滑・正確な窓口対応、一般・児童別に多
種のイベントを開催し、多くの参加がありまし
た。利用者からの要望等に対しては、図書文化財
課と協議し、対応しています。

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

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。

月1回みなと図書館で館長会に出席し、各指定管理
館から事業実施、対外連携、利用者からの要望等
について、区・他館との情報共有を図っていま
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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