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事業評価の目的 
 
新宿区立児童館は、児童福祉法に規定する児童厚生施設の１つである。児童館は、児童に健全な

遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設であり、

地域の０歳から１８歳までの児童の健全育成の重要な役割を担っている。 

区では、公共サービスの提供体制の見直しを掲げ、民間事業者等多様な主体それぞれが持ってい

る力を発揮するよう、指定管理者制度の活用を進めてきた。新宿区立児童館の指定管理者制度の導

入については、平成２１年度の西新宿児童館、早稲田南町児童館の２館から始まり、平成２７年度

に中井児童館の導入で１２館となっている。 

指定管理者が行う管理運営及び事業の具体的内容は、区と指定管理者が締結する基本協定書や、

指定管理者から提出される事業計画書等で定めており、令和３年度の管理運営業務が、基本協定書

や事業計画書に基づいて適正に実施されていたかどうかを検証し、今後の管理運営に反映させるた

め、指定管理者の管理運営業務に係る事業評価を実施した。 
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評価対象施設の概要 
 

 

１ 中町児童館 

（１）所在地   新宿区中町 25番地 

（２）面積    ２９３㎡  

（３）開設年月日 昭和 58年 10月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １００人 

（６）指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

（７）指定期間  平成 30年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

5,169 117 1 1,856 1,619 8,762 

 

 

２ 東五軒町児童館 

（１）所在地   新宿区東五軒町 5番 24号 

（２）面積    ２５３㎡ 

（３）開設年月日 昭和 50年 10月 1日  

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    ７０人 

（６）指定管理者 株式会社ニチイ学館 

（７）指定期間  平成 30年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

8,936 12 18 2,135 2,155 13,256 
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３ 本塩町児童館 

（１）所在地   新宿区四谷本塩町 4番 9号 

（２）面積    ４４０㎡  

（３）開設年月日 平成 4年 2月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １００人 

（６）指定管理者 株式会社ウィッシュ 

（７）指定期間  平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

4,126 277 2 1,447 1,350 7,202 

 

 

４ 北山伏児童館 

（１）所在地   新宿区北山伏町 2番 17号 

（２）面積    ３６７㎡ 

（３）開設年月日 昭和 45年 7月 6日  

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １００人 

（６）指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

（７）指定期間  平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

6,548 609 62 194 244 7,657 
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５ 早稲田南町児童館 

（１）所在地   新宿区早稲田南町 50番地 

（２）面積    ２８８㎡ 

（３）開設年月日 昭和 48年 4月 1日  

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    ８０人 

（６）指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

（７）指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

7,311 54 23 703 582 8,673 

 

 

６ 富久町児童館 

（１）所在地   新宿区富久町 22番 21号 

（２）面積    ６０６㎡ 

（３）開設年月日 昭和 44年 7月 1日  

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １１０人 

（６）指定管理者 社会福祉法人新栄会 

（７）指定期間  令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

4,750 948 32 2,855 4,711 13,296 
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７ 百人町児童館 

（１）所在地   新宿区百人町二丁目 18番 21号 

（２）面積    ４６７㎡ 

（３）開設年月日 昭和 50年 2月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １４０人 

（６）指定管理者 株式会社ウィッシュ 

（７）指定期間  平成 29年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

 ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

4,193 545 111 934 817 6,600 

 

 

８ 高田馬場第一児童館 

（１）所在地   新宿区高田馬場三丁目 18番 21号 

（２）面積    ７６５㎡ 

（３）開設年月日 昭和 45年 5月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １８５人 

（６）指定管理者 ライクアカデミー株式会社 

（７）指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

6,756 163 23 3,659 3,494 14,095 
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９ 上落合児童館 

（１）所在地   新宿区上落合二丁目 28番 8号 

（２）面積    ４８２㎡ 

（３）開設年月日 昭和 59年 7月 1日  

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １００人 

（６）指定管理者 株式会社ウィッシュ 

（７）指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

7,290 337 8 1,407 1,169 10,211 

 

 

１０ 中井児童館 

（１）所在地   新宿区中井一丁目 8番 12号 

（２）面積    ３８１㎡ 

（３）開設年月日 昭和 39年 12月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    ９０人 

（６）指定管理者 株式会社東急キッズベースキャンプ 

（７）指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

3,185 23 0 245 218 3,671 
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１１ 北新宿第一児童館 

（１）所在地   新宿区北新宿二丁目 3番 7号 

（２）面積    ４６８㎡ 

（３）開設年月日 昭和 41年 5月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    ９０人 

（６）指定管理者 株式会社ウィッシュ 

（７）指定期間  令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

 ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

5,585 1,294 225 1,265 1,226 9,595 

 

 

１２ 西新宿児童館 

（１）所在地   新宿区西新宿四丁目 35番 28号 

（２）面積    ６７１㎡  

（３）開設年月日 平成 16年 4月 1日 

（４）施設種別  児童厚生施設（児童福祉法第４０条） 

（５）定員    １００人 

（６）指定管理者 株式会社日本デイケアセンター 

（７）指定期間  平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

（８）管理業務の概要 

  ① 子供の福祉の増進に関すること。 

② 子供の遊びの指導、児童福祉に関する行事その他子供の健全な育成及び相談に 

関すること。 

③ 児童館の施設の利用に関すること。 

④ 児童館の利用承認、不承認、利用承認の取り消し等に関すること。 

⑤ 施設の及び設備の維持管理に関すること。 

（９）施設の利用実績（年間延べ利用者数） 

小学生 中学生 高校生 乳幼児 その他 合計 

5,090 2 6 709 745 6,552 
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事業評価の概要 
 

１ 評価方法 

「新宿区立児童館の指定管理者による管理業務に係わる事業評価に関する要綱」（別紙１）に

基づき、「新宿区立児童館指定管理者事業評価委員会」を設置し、指定管理者から提出された事

業実施報告書等の資料をもとに、現場視察及びヒアリングを実施し、各委員の評価を取りまと

めた。 

なお、指定期間の最終年度となる中町児童館及び東五軒町児童館については、要綱第３条第

２項により、学識経験者等外部委員２名、内部委員１名の意見を、他の１０館の児童館は要綱

第３条第１項により、内部委員３名の意見をそれぞれ踏まえた上で、区が評価した。 

 

 

（１）評価対象期間 

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

（２）評価項目 

① 施設の運営に関すること 

② 利用・サービスに関すること 

③ 施設・設備の管理に関すること 

④ 管理運営経費に関すること 

⑤ 事業に関すること 

（３）評価点の付与 

評価委員会の各委員により、小項目を評価し、小項目評価を踏まえた大項目評価、大項目評

価を踏まえた総合評価を行った。 

各委員の大項目評価、総合評価を踏まえ、評価委員会で審議した上で、区が個別評価及び総

合評価を決定し、総合評価の点数を下記②の基準に基づき振り分け、全体評価とした。 

①  評価点、評語 

評価点 評語 解説（評語の持つ意味） 

４ 優良 
事業計画等で求められる水準を超えて良好であり、かつ、 

○○の点で特に評価できる。 

３ 良 事業計画等で求められる水準を超えて良好である。 

２ 適当 事業計画等で求められる水準を満たしている。 

１ 課題あり 事業計画等で求められる水準を満たしておらず、改善を要する。 
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② 総合評価、全体評価 

総合評価 全体評価 

３．５以上 ４ 優良 

２．５以上３．５未満 ３ 良 

１．５以上２．５未満 ２ 適当 

１．０以上１．５未満 １ 課題あり 

 

（４）現場視察及びヒアリング 

① 現場視察 令和 4年 9月 6日 (火)  中町児童館・東五軒町児童館 

② ヒアリング 令和 4年 8月 15日(月) 西新宿町児童館・百人町児童館・上落合児童館・ 

北新宿第一児童館 

令和 4年 8月 16日(火) 北山伏児童館・早稲田南町児童館・本塩町児童館・

富久町児童館 

令和 4年 8月 19日(金) 高田馬場第一児童館・中井児童館 

令和 4年 9月 6日（火） 中町児童館・東五軒町児童館 

 

（５）評価委員会の構成 

「令和 3年度 新宿区立児童館指定管理者事業評価委員会委員名簿」（別紙２）のとおり 

 

２ 評価結果 

次頁以降の「令和 3年度 指定管理者事業評価概要」のとおり 

 



令和３年度　指定管理者事業評価概要                 

指定管理者名：特定非営利活動法人ワーカーズコープ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●非常勤職員が一定期間不足の状態であった。採用活動の努力は認めるが、安定
した雇用を期待する。

●法人主催の研修を中心に実施したが、利用が増加している乳幼児親子への関わ
りを学ぶ研修が不足しているため、ニーズに応じた取組を期待する。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づき、防災訓練・防犯訓練を適切に実施し
た。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●利用者からの要望に沿った遊具等を購入すると同時に、職員が子どもたちへの育
ちや学びを期待したゲームを自ら考えて取り入れるなど工夫が見られた。

●小学生への援助に特化した事業が多く、乳幼児親子への取組に物足りなさを感じ
る。乳幼児親子の支援が充実するよう担当者の配置等を検討してほしい。

●コロナ禍で利用者アンケートや利用者連絡会は実施できなかったが、日々のコミュ
ニケーションから得た意見や要望を吸い上げて、館運営に反映させた。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実施している。

2.0

1.7

2.0

2.0

2.3

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

●11月以降の行動制限解除後は、感染対策を行いながら行事を再開し、異学年交
流の交流が図られた。コロナ禍でもできることは何かをいう視点で実践したことは評
価できる。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：中町児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●自信をもって実践した事柄については自己評価に反映し、職員のモチベーションを高めて、乳幼児から中高生まで幅広い利用者支援を行えるよ
うな取組を期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●活動内容に合わせた部屋の利用はされているが、有効活用が可能と思われる倉
庫等については更に工夫を期待する。

2.0

10



令和３年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：株式会社ニチイ学館

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●コロナ禍で孤立しがちな乳幼児親子の居場所となるようサークル活動等に注力し、
保護者の横の繋がりに寄与して来館者数を大幅に増やした。

●常勤職員が一定期間不足の状態であった。人員配置を適正に行うための計画的
な採用活動を実施し、安定した雇用を行っていくことを期待する。

●法人主催の研修を多く企画し、研修への参加を積極的に推奨し、さらに全体会議
等で職場内へのフィードバックも実施した。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づき、防災訓練・防犯訓練を適切に実施し
た。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●中高生の利用が比較的少ないことを課題として捉えるなど、問題意識をもちながら
館運営を行っていることは評価できる。今後は、彼らにとって魅力ある事業が展開で
きるよう研修等を取り入れるなど工夫した取組に期待する。

●マニュアルに沿った対応だけでなく、それぞれの利用者に応じた接遇を心掛けると
ともに、自身のサービスを客観的に振り返る視点をもつとさらに良い。

●コロナ禍で利用者アンケートや利用者連絡会は実施できなかったが、日々のコミュ
ニケーションから得た意見や要望を吸い上げて、館運営に反映させた。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実施している。

2.0

1.3

2.3

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.3

2.0

●コロナ禍で計画していた事業が実施できなかった代わりに、小学生向けには小規
模工作やゲーム記録会などの遊びを提案したり、中高生向けには職員による相談支
援などを行うなどそれぞれの世代にとっての居場所としての機能を果たしている。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

1.8

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

1.7

施設名：東五軒町児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●職員の特技や特性を生かして児童の育成に取り組んでいる。今後もさらに利用者が来館したくなるような魅力ある事業の実施を期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

●予算額と実績額に開きが生じている科目が散見されるため、積算根拠の精度の向
上を求めるとともに、現場と法人本部が連携して経費の有効的な活用を実践してほし
い。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●収納スペースも利用者からは目に入る場所にあるため、日々整理整頓を心掛ける
とともに、引き続き感染対策を行いながら安心安全な館運営を行うことを期待する。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●みどりのカーテンに参加したり、日々リサイクルやリユースを意識しつつ館全体で
環境問題に取り組んでいる。

2.0

11



令和３年度　指定管理者事業評価概要 　　　　　　　

指定管理者名：株式会社ウィッシュ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●地域交流館と共にみどりのカーテン運動に参加して賞を受けたり、ミニトマトの植
生を行うなど、緑化活動を積極的に行った。

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●同法人が管理運営している児童館間で情報共有を行い、自館の特徴把握に努めるとともに他館との違いを学び、館運営に活かしている。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

施設名：本塩町児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

●コロナ禍で事業計画の中で想定された月例行事や季節行事が行えなかった分、昨
年度に続き家庭でもできる持ち帰りの工作キットを用意し、毎月配布した。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

3.0

2.0

2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●人員配置に不足が生じることなく、安定した施設運営がなされている。

●同法人が管理運営する他館との情報共有の場を設け、各館ごとにプレゼンテー
ションを行い自館の特徴等を発表し合う実地研修を行うなど、組織的にスキルアップ
を図っている。

●他事業や他館の主任が定期的に集まって連携を取り合っており、それを各職場で
周知し共通認識を持つよう工夫を行っている。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づいて、防災訓練や防犯訓練を適切に実施
した。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨しており、適正
な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●利用が徐々に増えていた父親と乳幼児のために「ぱぱタイム」を新設し、親子の交
流や父親同士の横の繋がりを深める企画がコロナ禍で実施できなかったが、今後の
取組に期待する。

●利用者からの要望を受けて月２回の「中高生タイム」を新設し、中高生が最優先で
利用できる環境を整え、中高生向けボードゲームを用意するなど彼らが主体的に活
動できる居場所づくりを行った。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実践している。

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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令和３年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：特定非営利活動法人ワーカーズコープ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、そ
れらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障のな
い勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が行
われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めたか。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用できる
ような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応が
適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われた
か。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●感染状況が落ち着いていた時期に、児童とともに施設周辺のゴミ拾いイベントを
行ったり、職員間でSDGsの研修を行うなど環境問題への意識向上に努めた。

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●人員体制の強化を図りつつ館運営を行っていくことを期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

施設名：北山伏児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

●コロナ禍で計画していた事業が実施できなかった代わりに、実施可能な形のイベ
ントとして見直しを行い、感染対策を講じながら実施した。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●職員の雇用数に一部不足が生じていた期間があったが、ヘルプ職員等での対応
により館運営に支障が生じることのないよう対応した。

●職員の希望を把握したうえで研修への参加を積極的に推奨し、さらにミーティング
等で職場内へのフィードバックも実施した。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づいて、防災訓練を適切に実施した。今後
は、不審者対応に係る防犯訓練の実施も検討してほしい。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨しており、適正
な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●過去に学童クラブ利用者だった中高生が引き続き気軽に仲間同士でスポーツなど
を楽しんだり、職員が個別の相談に応じるなど話し相手になっており、居場所として
の機能を果たす取組を実施している。

●コロナ禍で利用者アンケートや利用者懇談会等は実施できなかったが、館内に設
置した意見箱に寄せられた要望等に対し適宜検討を行った上で、館運営に反映させ
ている。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実践している。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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令和３年度　指定管理者事業評価概要         

指定管理者名：特定非営利活動法人ワーカーズコープ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●館内照明のLED化を進めており、利用者に対しても館としての環境への取組を掲
示するなど見える化を実践した。

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●今後も利用者とコミュニケーションを取りながら実態把握に努め、居心地のよい魅力ある児童館としての役割を果たすことを期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

施設名：早稲田南町児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

●コロナ禍で計画していた事業が実施できなかった代わりに、同法人が管理運営す
る他館との交流を行うなどのイベントを企画し実行した。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●育児休業取得者の代替人員を速やかに配置するなど、組織としての対応を適切に
行った。

●法人主催の研修を多く企画し、研修への参加を積極的に推奨し、さらにミーティン
グ等で職場内へのフィードバックも実施した。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づき、防災訓練・防犯訓練を適切に実施し
た。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●平日午前中の乳幼児タイムの対応では、利用者のニーズに合わせておもちゃの出
し方を工夫した結果、利用者の増加に繋がるなど児童館としての機能を果たすため
の努力が見られた。

●中高生の利用が比較的少ない傾向にあるため、中高生にも魅力を感じて来館して
もらうための工夫を検討してほしい。

●コロナ禍で利用者アンケートは実施できなかった代わりに、館内に設置した意見箱
に投函された利用者の意見を取り入れ、館運営に反映させている。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実践している。

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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令和３年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：社会福祉法人　新栄会

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●産休育休取得者の代替職員の雇用に苦慮したものの、館運営に支障が生じない
ような体制を確保した。

●毎月の職場会議の中で勉強会を実施するとともに、職務経験に応じた研修も行う
など職員教育に取り組んでいる。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づいて、防災訓練を適切に実施した。今後
は、不審者対応に係る防犯訓練の実施も検討してほしい。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●職員全員に健康診断を実施し、また各職員の有給休暇の計画的取得への意識も
高く、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●児童が自ら考えたルールで児童館利用を行うよう支援する取組が子どもの自主性
を育むことに繋がり、さらに職員との対話も増え、結果として利用者の増加にも繋
がっている。

●中高生の多くが過去に児童館や学童クラブの利用者であり、彼らにとっての安心し
た居場所であり続けるために、職員が信頼関係の維持に努めている。

●コロナ禍で利用者アンケートや運営協議会は実施できなかったが、定期的に第三
者委員により意見箱の内容確認を行う体制をとっており、寄せられた要望等に対し委
員からアドバイスをもらいながら館運営に反映させている。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
教育を実践している。

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

●子どもの成長を見守り、育てるという観点で事業を行っており、それが中高生の来
館の増加に結びついている。今後も異年齢の交流が深まるような継続的な取組を期
待する。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

3.0

2.0

2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：富久町児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●11月以降の行動制限解除後の対応にあたっては、学童クラブと一緒に事業の在り方等を検討し運営していくなど館全体での取組が評価できる。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●児童とともにみどりのカーテンづくりや廃材を利用した制作を行うなど、環境問題へ
の意識向上に努めた。

2.0
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令和３年度　指定管理者事業評価概要　　　 　　　

指定管理者名：株式会社ウィッシュ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●コロナ禍でエコ活動を行う小学生向け行事は実施できなかったが、職員・利用者に
よる環境に配慮した取組の実践を日々行っている。

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●研修内容を工夫し、特に男性職員が抱える悩み等を組織の中で共有し、客観的に対応方法を検討し現場に取り入れ実践している。

●同法人が管理運営している児童館間で情報共有を行い、自館の特徴把握に努めるとともに他館との違いを学び、館運営に活かしている。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

施設名：百人町児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

●コロナ禍で事業計画の中で想定された月例行事や季節行事が行えなかったが、昨
年度に続き家庭でもできる持ち帰りの工作キットを用意し、さらにそれを年齢層別に
細分化し、より発展した形にして配布するなど工夫が見られた。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

3.0

2.0

2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●人員配置に不足が生じることなく、安定した施設運営がなされている。

●同法人が管理運営する児童館との情報共有の場を設け、各館でプレゼンテーショ
ンを行ったり、男性職員向けの女子児童への対応に関する研修を行ったりするなど、
職員教育に工夫が見られ、組織的にスキルアップを図っている。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づいて、防災訓練や防犯訓練を適切に実施
するとともに、保護者にも安心してもらえるよう訓練内容を周知した。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●初回利用の乳幼児親子へ気軽に利用してもらえるよう接遇に配慮したり、来館時
の聞き取りにより利用者意見の把握に努めており、それらを館運営に活かしている。

●屋上スペースを開放し、中高生の居場所づくりを行った。

●地域の関係機関が参加のもと運営協議会を開催し、意見や情報交換の場を設け、
それらを館運営に反映させている。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実践している。

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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令和３年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：ライクアカデミー株式会社

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●常勤職員が一定期間不足の状態であった。人員配置を適正に行うための計画的
な採用活動を実施し、安定した雇用を行っていくことを期待する。

●館長が中心となって館運営を行っており、職員間のフォロー体制が構築されてい
る。

●多様な利用者への支援を行うことのできるスキルを磨くため、研修に積極的に参
加しており、職場内へのフィードバックも行った。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づき、防災訓練・防犯訓練を適切に実施し
た。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施した。一方で、有給休暇の取得率が総じて
低いため、計画的取得を推奨し、適正な労働環境の確保に努めてほしい。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●館内に意見箱を設置し、利用者からの要望等を聞き入れる体制をとっており、それ
らの意見を館運営に反映させている。

●運営協議会を実施して館の運営状況等について報告し、地域住民や関係機関と
の交流を図った。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実施している。

2.0

1.3

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

●コロナ禍で計画していた多くの行事は実施できなかったが、感染対策を行いながら
乳幼児親子のためのふれあい遊びを企画するなど新たな取組を実践し、地域の居
場所として再認識してもらったことは評価できる。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：高田馬場第一児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●今後も必要な職員教育を行い人材育成に努めるとともに、居心地がよく安心で安全な児童館としての役割を果たすことを期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●みどりのカーテンの参加や牛乳パック・お菓子の空容器等で工作を行ったり、環境
に配慮する取組内容を館内掲示するなど、啓発活動が行われている。

2.0
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令和３年度　指定管理者事業評価概要         

指定管理者名：株式会社ウィッシュ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど適切な管理が行われている。

●環境監査の結果、指摘及び改善事項がなかったことに加え、館内照明のLED化や
リサイクル工作の積極的推進が評価されるなど環境への取組に努めている。

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●数多くの研修に意欲的に参加し、その内容を職員間で共有し日々の学びに活かしている。今後も更なる職員のスキルアップを期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

施設名：上落合児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

●コロナ禍で計画した事業が実施できなかった一方で、音楽室や遊戯室を有効活用
し、各年齢層にあったそれぞれの過ごし方を提案し、居場所を提供できた。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●非常勤職員の退職により一部勤務体制に変更が生じたものの、同法人が管理運
営する他施設から職員を転入させるなど組織として速やかな対応を行った。

●多岐にわたる研修に参加しており、特に東京都主催の連続講座の受講により中堅
職員のスキルアップを目指した。さらに、職場内へフィードバックした。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づいて、防災訓練や防犯訓練を適切に実施
するとともに、新宿消防署に出張指導を依頼し正しい知識の習得に取り組んだ。ま
た、さすまたの正しい使い方を学ぶなど実践にも取り組んだ。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●コロナ禍で利用時間やスペースの制限を行わざるを得なかった一方で、小中学生
がともに過ごし一緒に遊ぶという効果も生じ、工夫次第で異年齢の交流に繋げること
を実践できた。

●地域に子育て世代が多いこともあり、居場所としてのニーズが高く、口コミによる利
用者の増加も見られ、父親同士の交流の場としての機能を果たしている。

●コロナ禍で利用者アンケートや連絡会は実施できなかったが、利用者からの要望
を直接聞き、それらを館運営に取り入れ、魅力ある児童館を目指している。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実践している。

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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令和３年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：株式会社東急キッズベースキャンプ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●非常勤職員の安定的な雇用に一部苦慮したとみられるものの、館運営に支障をき
たさないよう人員配置等を行う体制が図られた。

●法人主催で児童のアレルギーへの対応に関する実地研修を行うなど、安心安全な
事業実施に向けた積極的な取組が行われた。

●新宿区の事業（学童クラブ、放課後子どもひろば、児童館）の違いや提供可能な
サービス内容について職員が学ぶ法人主催の研修を行っており、指定管理者として
の心構えや体制が整っている。

●地域の特性に応じた災害を想定した訓練を適切に実施した。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●密な空間にならないよう予約制を導入して事業を行う一方で、定員未満であれば
予約なしでも利用できるよう柔軟な対応を行い、利用者の需要に応え、来館者数の
増加に繋げた。

●コロナ禍で利用者アンケートや運営協議会は実施できなかったが、日々のコミュニ
ケーションから得た意見や要望を吸い上げて、館運営に反映させた。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実施している。

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

●コロナ禍で計画していた行事等は実施できなかったが、行動制限解除後に一部乳
幼児向けの事業を再開した結果、保護者同士の交流が生まれ、利用者の増加に繋
がった。中断している子ども園との交流等にも期待する。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

2.0

2.0

2.0

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：中井児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●多岐にわたる研修を企画するなど職員教育に熱心に取り組んでおり、法人本部と現場が一体となって館運営にあたっている。今後も継続した取
組を期待する。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

●会計管理は概ね適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●新宿区の環境マネジメントマニュアルに基づき年間環境目標を定め、その達成に
向けて日々取組を行っている。

2.0
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令和３年度　指定管理者事業評価概要            

指定管理者名：株式会社ウィッシュ

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●コロナの影響等で常勤職員の退職があり、一部勤務体制に変更が生じたものの、
法人本部からの応援体制をとることで館運営に支障が出ないよう努めた。

●勤務経験に応じた研修に参加させることで、それぞれが課題を発見し、実務に活
かすことに繋がった。

●法人作成の危機管理マニュアルに基づいて、防災訓練や防犯訓練を適切に実施
するとともに、乳幼児親子用の防災グッズの確認や紹介を行うことで親同士の横の
繋がりにも寄与した。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨しており、適正
な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●他館と比較して中高生の利用が多いのは、彼らの自主性を重視した対応を心掛け
個人を尊重し、いつでも相談に乗ることができる関係性を構築する努力を行っている
という点が挙げられ、非常に評価できる。

●コロナ禍で利用者懇談会は実施できなかったが、簡易アンケートを実施し、利用者
からの声に耳を傾け、対話をしながら館運営に取り組んでいる。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実践している。

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

●コロナ禍に対応したマスク着用のまま行える次世代スポーツを取り入れたり、複合
館として多くの年齢層に興味をもってもらうための季節ごとの展示や装飾を行うなど
創意工夫が見られた。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

3.0

2.0

2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

施設名：北新宿第一児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●コロナ禍でも可能な動的な遊びを取り入れるとともに、今後も新たな体験や発見を生み出すための館独自の企画を検討している。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

●会計管理は適正である。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●館をあげて資源の再利用に努め、また館内で実践したいSDGsの目標も設定しな
がら理解促進に努めている。

2.0
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令和３年度　指定管理者事業評価概要

指定管理者名：株式会社日本デイケアセンター

評価所見

  目標とした利用率、稼働率、利用者数等を達成できたか。また、
それらの目標達成に向け、向上策を実行したか。

  事業計画書や職員配置計画書等に基づき、施設運営に支障の
ない勤務体制や職員配置、組織体制が構築されたか。

　業務に必要な研修（施設管理、接遇、危機管理、個人情報保護
等）が実施され、必要な知識を身に着ける努力はなされたか。

　事故等の緊急時の対応体制やマニュアルの整備、訓練はされて
いたか。緊急時に適切な対応がとられたか。

　区との連絡、調整等に関わる業務は適切に行われたか。区から
の改善指導・指示への対応はできていたか。

　適正な労働環境の確保を図っていたか。労働環境モニタリングの
指摘事項についての改善はされていたか。

　その他協定書、仕様書等に基づき、施設の運営に係る必要な措
置を講じたか。

　利用手続は適正かつ公正に行われたか。

　協定書、仕様書等の内容に沿った水準で、適切に業務・事業が
行われていたか。

　利用者の利便性を確保したか。また、利便性の向上に努めた
か。

　利用者対応は良好に行われたか。利用者が気持ちよく利用でき
るような接遇ができたか。

　利用者の意見や要望を把握し、適切な対応がされていたか。

　個人情報保護を徹底していたか。また、情報公開に関する対応
が適切に行われたか。

　事業計画書等に基づいた施設・設備管理業務が適切に行われ
たか。

　施設修繕や備品管理は適切に行われたか。

　省エネルギー・省資源に向けた取組がされていたか。

　適正な会計管理による収支状況であったか。

　目標とした利用料金収入・利益率を達成できたか。

　経費節減、収入・利益率確保に向けた取組はされていたか。

　事業計画書等に基づき計画した事業を実施したか。

　施設の設置目的に照らして、効果的・効率的に事業を実施した
か。

●法人本部の経理担当を増やし、チェック体制の強化を図ることで、適正な会計管理
に努めた。

（利用料金収入、利益率は対象外）

（３）省エネルギー・省資源

（２）施設修繕・備品管理

（１）施設・設備管理

2.0

2.0

2.0

2.0

●職員による日常の清掃、感染対策及び目視点検に加え、委託業者による清掃や
保守点検の実施など、適切な管理が行われている。

●区と指定管理者の備品が把握できるよう一覧にまとめ、それを基に定期的に備品
点検をするなど、適切な管理が行われている。

●みどりのカーテンの参加や牛乳パック・ペットボトルキャップ・使用済み段ボール等
でリサイクル工作を行ったり、SDGsへの理解促進に努めるなど、環境への配慮に向
けた取組がなされている。

2.0

総
合
所
見

●全体的に水準に達しており、安定した運営ができている。

●必要な研修は何かを考えながら幅広い利用者の支援ができる職員の育成に組織をあげて取り組んでいる。

●地域との関係性を重視しており、地域人材の活用や連携を積極的に行い、開かれた児童館を実践している。

全体評価

総合評価

２（適当）

2.0

施設名：西新宿児童館

（７）その他施設の運営

（６）適正な労働環境の確保

（５）区との連絡調整

（４）緊急時の対応

（３）職員教育

（２）職員体制

（１）利用率・稼働率

2.0

2.0

2.0

小項目
評価

１　施設の運営に関すること

評価項目

2.0

●地域の子育てサークルと連携し、同年代のみならず先輩ママとの交流の場を提供
し、コロナ禍で孤立しがちな子育て世代向けに相談や支援の充実を図った。

●感染状況が落ち着いていた時期に、十分な感染対策を行いながら小規模な児童
館まつりを実施したことは、今後におけるコロナ禍での行事のあり方を模索した点で
評価できる。

３　施設・設備の管理に関すること

４　管理運営経費に関すること

５　事業に関すること

（３）経費節減、収入・利益率確保の努力

2.0

（１）事業実施

（２）効果的・効率的な視点

3.0

2.0

2.5

（１）適正な会計

（２）目標の達成

2.0

（２）サービス水準の確保

（１）利用手続

2.0

2.0

2.0

2.0

大項目
評価

2.0

2.0

２　利用・サービスに関すること

●コロナの影響もあり、非常勤職員の安定的な雇用に一部苦慮したとみられるもの
の、館運営に支障をきたさないよう人員配置や業務の引継ぎを行う体制が図られた。

●法人主催で児童のアレルギーへの対応に関する実地研修を行うなど、安心安全な
事業実施に向けた積極的な取組が行われた。

●様々な災害を想定した訓練や不審者等への対応について、学童クラブの児童を含
め多くの参加者とともに適切に実施した。

●月次報告や事故報告、業務日誌などの業務報告書の提出は、適切に実施されて
いる。

●対象となる職員全員に健康診断を実施し、また有給休暇の計画的取得も推奨して
おり、適正な労働環境の確保に努めた。

●協定書及び業務要求水準書に基づき、適切に業務・事業が行われている。

●新しい生活様式に基づいた新たなルールを策定し、１人あたりのスペースを確保し
つつ接触を抑えるなど感染対策を行いながら、利用者から安心されるサービスの提
供を行った。

●定期的に館主催の連絡会を開催し、関係機関へ児童館の活動報告を発信する機
会を設けることで、地域との連携に努めた。

●個人情報保護マニュアルを策定し、さらに職員の研修も行っており、適切な管理と
職員教育を実施している。

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

（６）個人情報等の適切な対応（個人情報の保護及び情報公開に関す
る対応）

（５）利用者要望の把握・対応

（４）利用者対応・接遇

（３）利用者サービスの向上
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新宿区立児童館の指定管理者による管理業務に係わる事業評価に関する要綱 

 

平成 22年 8 月 6日 22 新子サ事第 1006 号部長決定 

平成 23年 9 月 6日 23 新子総児第 827号改正 

平成 28年 7 月 20日 28新子総運第 566号改正 

平成 31年 4 月 1日 31 新子支運第 5566 号改正 

令和 3年 4月 1 日 2新子支運第 2020号改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新宿区立子育て支援施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年新宿区

条例第４６号以下「条例」という。）第１３条の規定に基づき指定管理者による管理を行ってい

る児童館（「以下「指定児童館」という）の管理業務に係わる事業を評価（以下「事業評価」と

いう。）するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業評価委員会の設置） 

第２条 区長は、事業評価を行うために、新宿区立児童館指定管理者事業評価委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（組織及び委員の構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 子ども家庭支援課長 

(2) 子ども家庭支援課児童館運営係長 

(3) 指定児童館以外の新宿区立児童館・子ども家庭支援センターの館長 

２ 前項の規定に関わらず、指定管理の最終年度に実施する評価に当たっては、次に掲げる者を

もって委員会を組織する。 

 (1) 学識経験者 

(2) 児童福祉施設について知識と経験を有する者 

(3) 子ども家庭支援課長 

３ 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名

したものがその職務を代理する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日又は任命した日から評価終了までとする。 

（委員会） 

第５条 委員会は、子ども家庭支援課長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 

（評価） 

第６条 委員会は、指定管理者が提出した事業実施報告書その他委員会が必要と認める書類につ

いて、別に定める評価基準により、評価を行うものとする。 

２ 前項の評価の内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

(1)  施設の運営に関すること 

(2) 利用・サービスに関すること 

(3)  施設・設備の管理に関すること 

(4) 管理運営経費に関すること 

(5) 事業に関すること 

３ 委員会は、第１項の評価を行う際、必要に応じて、当該指定管理者から聞き取り調査等をす
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ることができる。 

４ 子ども家庭支援課は、各委員の評価の取りまとめを行う。 

５ 区長は、各委員の評価を踏まえ、評価を決定する。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、子ども家庭支援課が処理する。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 23年 9月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年 7月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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別紙２ 

 

 

令和３年度 新宿区立児童館指定管理者事業評価委員会委員名簿 

 

  中町児童館・東五軒町児童館（２館） 

役職 氏名 職名 

委員長 菊地 ゆみ 子ども家庭支援課長 

委 員 髙橋 貴志 白百合女子大学 人間総合学部 初等教育学科 教授 

委 員 石井 章仁 大妻女子大学 家政学部 児童学科 准教授 

 

  その他の児童館（１０館） 

役職 氏名 職名 

委員長 菊地 ゆみ 子ども家庭支援課長 

委 員 古屋 忠 子ども家庭支援課 児童館運営係長 

委 員 安藤 満 薬王寺児童館 館長 
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