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  平成２９年度指定管理施設に係る事業報告について 
  （文教常任委員会所管分） 

 

 

１．主旨 
区では、「指定管理者制度運用に係る指針」（以下、指針）に基づき、指定管理者

制度の透明性をより一層高めるため、毎年度指定管理者より区に提出されている事

業報告の内容を整理等し、公表している。 
今般、平成２９年度の事業報告が、指定管理者より区に提出されたので、別紙の

とおり報告する。なお、指針の一部改正（平成２９年４月）に伴い、指定管理者及

び施設管理所管課による新たな評価手法を導入したため、事業報告とあわせて報告

する。 
 

２．対象施設（文教常任委員会所管分） 

  １施設 

  内訳 裏面のとおり 

 

３．内容 

・ 業務実績、利用状況に関する事項 

・ 指定管理に関する業務の収支 

・ 事業計画書で提案した事業等の実施状況 

・ 事業実績の評価と改善の取組み(指定管理者による評価) 

・ 事業実績の評価(施設所管課による評価) 

  ※指針の一部改正（平成２９年４月）に伴い、評価基準を明確にした上で、施設

所管課による年度評価を点数化した。 

 

４．公表方法 

区ホームページに掲載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに 

閲覧冊子を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象施設（文教常任委員会所管分） 

 

 

ページ 施設名称 指定管理者 指定期間 担当課 

１ 経堂図書館 世田谷ＴＲＣグループ 
平成２９年４月１日～ 

平成３４年３月３１日 
中央図書館 

 



 

平成２９年度 指定管理施設の事業報告 

 

 

１．指定管理施設の概要 

（１）施設概要 

施設名称： 世田谷区立経堂図書館 

施設住所： 世田谷区宮坂３－１－３０ 

（２）指定管理情報 

   指定管理者：世田谷ＴＲＣグループ 

指定期間：平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

 

２．業務実績、利用状況に関する事項 

（１）利用状況等 

名称 平成28年度 平成29年度 増加率 

新規登録者数 3,145 3,840 22.1% 

資料貸出数 701,678 683,497 ▲2.6%  

予約受付数 268,811 268,670 ▲0.1% 

 

（２）苦情・事故件数等 

項目 件数 主な内容と対応 

苦情 6件 

・館内の空調に関する利用者からの苦情について、空調機の設定

を変更し対応した。 

・図書等資料の予約や返却時の対応に関する苦情について、従事

者に対して、利用者に不快感を与えないよう留意し、丁寧に説

明するようあらためて伝達した。 

事故 1件 

・利用者が館内で動けなくなり、救急通報した。その後、到着し

た救急隊によって本人確認した結果、搬送を拒んだため、救急

車内で休養した後、自ら帰宅した。 

※ その他の意見、要望等４６件 

 

３．指定管理に関する業務の収支 

（１）収支表 

項目 金額（円） 備考 

収入 100,497,000  

 指定管理料 100,497,000  

 利用料金収入 0  

 自主事業収入 0  

 その他 0  

支出 101,471,000  

 人件費 86,130,000  

 施設維持管理経費 10,127,000  

 事業費 5,174,000  

 その他 40,000  

収支差額 ▲974,000  



 

 

 

（２）収支差額について 

   事務用品等の購入や清掃業務、及びシステム保守等の経費が、当初の見込みを

上回ったため、支出額が収入額を超過した。 

 

４．事業計画書で提案した事業等の実施状況 

（１）主な自主事業関係 

項目 内容 

区内障害者施設 

自主生産品の販売 

区内障害者施設の自主生産品カタログ「はっぴぃハンド

メイドＢＯＯＫ」に掲載する製品の展示・販売 
※２９年度販売額：３０７，７９０円 

書籍消毒機の設置 
設置場所：新聞・雑誌コーナー 

利用回数 一日平均１１回 

デジタルサイネージに 

よる情報発信 

館内３箇所に３２Ｖ型～４９Ｖ型サイネージを設置 

・経堂図書館及び区立図書館案内、図書館行事 

・自主生産品販売施設紹介 

館内のリニューアル等 

正面入口の外観改装及び床置きプランタ設置（４月） 

区への提案に基づき以下の内容を実施（１０月） 

・座席管理システムを導入したビジネスコーナー設置 

・子どもコーナー充実 

・新聞・雑誌コーナー拡充など 

 

（２）主な自主事業関係（講座） 

講座（イベント） 実施日 目的 参加人数 図書関連展示 

「使えるデータベース！日

経テレコン２１」 
6月29日 ビジネス支援事業 １０名 ― 

「聞蔵Ⅱビジュアル活用法」 9月15日 ビジネス支援事業 ６名 ― 

「はじまりのプログラミン

グ」 
11月19日 児童向け事業 ９名 ― 

「日本の酒 世界の酒」 11月24日 地域連携事業 ２０名 
「適度なお酒で

温まろう！」 

「ヨミダス文書館 活用法」 12月14日 ビジネス支援事業 ７名 ― 

「行政書士の仕事」 3月9日 ビジネス支援事業 １０名 「通貨と貨幣」 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

５．事業実績の評価と改善の取組み（指定管理者による評価） 

   ２９年度の経堂図書館での新規利用登録者数が前年度比２２.１％増加したこ

とは、４月に実施した正面入口の外観改装と１０月に実施した館内のリニューア

ルによって、利用者の期待が表れたものと受け止めている。一方で、資料貸出数

は前年度から微減、予約受付数は横ばいとなっており、新規利用登録者の図書館

利用促進が今後の課題と認識している。 

   自主生産品カタログ「はっぴぃハンドメイドＢＯＯＫ」に掲載する製品の販売

によって、区内障害者施設の販売事業の売上げ増に貢献が出来た。 

 

６．事業実績の評価（施設管理所管課による評価） 

 
① ２８年度評価結果に対する現在までの取組み状況 
 ２９年度からの指定管理施設であるため、２８年度評価結果に対する取組みは行っていない。 

指定管理者選定時の区への提案に基づき、これまでの「立寄り型」図書館から「滞在型」図書

館とするため、外観改装、デジタルサイネージによる情報発信、ビジネスコーナーの新設や新聞・

雑誌コーナーの拡充等のリニューアルなどを行った。 

② 項目別評価結果 
評価点  

３：要求水準を上回っており、優れた点がある    １：要求水準を満たしているが、一部課題がある 

２：要求水準を満たしている            ０：要求水準を下回っている（改善指導等が必要となる） 

評価分類及び評価 

１．施設の維持管理 14/15 

設備・機器等の保守管理 2/2 セキュリティ確保 2/2 

施設の修繕 2/2 第三者委託 2/2 

清掃・衛生管理 2/2 環境配慮 2/3 

備品等の管理 2/2   

２．施設の運営 25/37 

設置目的等の理解 2/3 個人情報等管理 2/3 

サービス提供・報告 2/2 関連法令等の遵守 2/2 

適正な人員配置・職務の連携 2/3 人材確保 2/3 

接遇・サービス 2/3 人材育成 1/3 

施設の利用促進 2/3 区内事業者の活用等 2/3 

ノーマライゼーション 2/3 障害者等の雇用 2/3 

地域との関わり 2/3   

３．事故や緊急時等への対応 4/6 

事故防止等の対応 2/3 緊急時の対応・訓練 2/3 

４．サービス向上の取組み 20/30 

利用者への対応 2/3 レファレンスの適切な対応 2/3 

利用者意向の反映 2/3 障害者サービスの推進 2/3 

利用者アンケートの評価 2/3 子どもサービス等の推進 2/3 

苦情等への対応 2/3 自主事業の成果 2/3 

サービス等の適切な提供 2/3 情報発信・交流 2/3 

５．収支状況 6/9 

適正な予算執行 2/3 金銭管理 2/3 

経費の適正管理・効率化 2/3   

６．改善の取組み 2/3 

改善の取組み 2/3  

 

 



 

③ 項目別評価結果 
総合評価  
Ｓ：管理運営が良好で優れた取組み成果がある （配点の８０％以上） 

Ａ：管理運営が良好である （配点の７０％以上） 

Ｂ：管理運営は概ね良好だが一部に課題がある （配点の６０％以上）  

Ｃ：管理運営に課題があり改善が必要である （配点の６０％未満） 

評価分類 評価 評価結果説明 

１．施設の維持管理 １４／１５ 適切な施設管理がなされている。 
２．施設の運営 ２５／３７ 適切な施設運営がなされているが、従事者間のノウ

ハウの共有などに課題が見られる。 
３．事故や緊急時等への対応 ４／ ６ 事故や緊急時への対応、訓練等の取組みは適切に実

施されている。再発防止の徹底と訓練の内容充実、

回数増の取組みなどに期待する。 
４．サービス向上の取組み ２０／３０ 図書館サービスの向上は図られている。より一層の

周知等の取組みに期待する。 
５．収支状況 ６／ ９ 収支は支出額が収入額を超過しているが、適正に運

営されている。 
６．改善の取組み ２／ ３ 改善に取り組んでおり、今年度の運営状況を踏ま

え、更なる改善を期待したい。 
合計 ７１／１００  

総合評価 
Ａ 

管理運営は良好であり、今後、利用者へのサービス

向上などの取組みが期待できる。 

④ 年度評価所見 
 良好に管理運営が行われていると捉えている。ビジネスコーナーの新設等リニューアルによっ

て滞在しやすい空間の創出やイメージアップが図られた。一方、事業の周知、従事者間のノウハ

ウの共有などについては、より一層の推進が必要である。 

⑤ 評価結果に対する今後の対応（指導・調整事項） 

 ビジネスコーナーの新設により、様々な講座やイベントの実施が可能となったが、ＰＲ活動の

充実を図るなど、より多くの利用者の参加を実現し、ビジネスコーナーのさらなる利活用につな

げていく必要がある。また、従事者間のコミュニケーション充実に向けた対応や経堂図書館にあ

った研修等の実施などへの取組みを促していく必要がある。 

 

 



対象施設（区民生活常任委員会所管分） 

施設名称 指定管理者 指定期間 担当課 

世田谷区民会館 （株）世田谷サービス公社 平成28年4月1日～ 

平成31年3月31日 

世田谷総合支所 

地域振興課 

 世田谷区民会館別館（三茶しゃれ

なあどホール） 

（株）世田谷サービス公社 平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

世田谷区民会館第2別館 （株）フジランド 平成24年4月1日～ 

平成29年9月30日 

スカイキャロット展望ロビー （株）ホテルオークラエンタープライズ 平成29年10月1日～ 

平成35年3月31日 

北沢区民会館別館（梅丘パークホ

ール） 

（株）世田谷サービス公社 平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

北沢総合支所 

地域振興課 

玉川区民会館別館（上用賀アート

ホール） 

（株）共立 平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

玉川総合支所 

地域振興課 

砧区民会館（成城ホール） アクティオ（株） 平成26年4月1日～ 

平成31年3月31日 

砧総合支所 

地域振興課 

区民斎場（みどり会館） （株）ＪＡ東京中央セレモニーセンター 平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

烏山総合支所 

地域振興課 

ひだまり友遊会館 シダックス大新東ヒューマンサービス

（株） 

平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

生活文化部 

市民活動・生涯現役推進課 

老人休養ホームふじみ荘 シダックス大新東ヒューマンサービス

（株） 

平成29年4月1日～ 

平成30年3月31日 

健康増進・交流施設 世田谷区立健康増進・交流施設運営共同

事業体 

平成25年4月1日～ 

平成30年3月31日 

世田谷美術館 （公財）せたがや文化財団 平成29年4月1日～ 

平成34年3月31日 

生活文化部 

文化・芸術振興課 

 世田谷文学館 （公財）せたがや文化財団 平成29年4月1日～ 

平成34年3月31日 

世田谷文化生活情報センター （公財）せたがや文化財団 平成29年4月1日～ 

平成34年3月31日 

区民健康村 （株）世田谷川場ふるさと公社 平成29年4月1日～ 

平成34年3月31日 

生活文化部 

区民健康村・ふるさと交流課 

 



対象施設（福祉保健常任委員会所管分） 

施設名称 指定管理者 指定期間 担当課 

保健センター （公財）世田谷区保健センター 
平成29年4月1日～ 

平成31年3月31日 

保健福祉部 

調整・指導課 

総合福祉センター （公財）世田谷区保健センター 
平成29年4月1日～ 

平成31年3月31日 

障害福祉担当部 

障害施策推進課 

ほほえみ経堂 ＮＰＯ法人 ワーカーズコープ 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

障害福祉担当部 

障害者地域生活課 

すまいる梅丘 ＮＰＯ法人 ワーカーズコープ 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

三宿つくしんぼホーム （社福）全国重症心身障害児(者)を守る会 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

駒沢生活実習所 （社福）武蔵野会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

桜上水福祉園 （社福）東京都手をつなぐ育成会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

奥沢福祉園 （社福）東京都手をつなぐ育成会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

九品仏生活実習所 （社福）武蔵野会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

千歳台福祉園 （社福）せたがや樫の木会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

給田福祉園 （社福）東京都手をつなぐ育成会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

岡本福祉作業ホーム （社福）泉会 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

障害者就労支援センターすきっぷ （社福）東京都手をつなぐ育成会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

下馬福祉工房 （社福）せたがや樫の木会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

世田谷福祉作業所 （社福）武蔵野会 
平成29年4月1日～ 

平成34年3月31日 

玉川福祉作業所 （社福）大三島育徳会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

砧工房 （社福）東京都手をつなぐ育成会 
平成27年4月1日～ 

平成32年3月31日 

烏山福祉作業所 （社福）武蔵野会 
平成30年4月1日～ 

平成35年3月31日 

梅丘ウッドペッカーの森 ＮＰＯ法人 ウッドペッカーの森 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

松原けやき寮 （社福）東京都手をつなぐ育成会 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

身体障害者自立体験ホームなかまっち ＮＰＯ法人 つどい 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

特別養護老人ホーム芦花ホーム （社福）世田谷区社会福祉事業団 
平成29年4月1日～ 

平成33年3月31日 高齢福祉部 

高齢福祉課 
特別養護老人ホーム上北沢ホーム （社福）世田谷区社会福祉事業団 

平成29年4月1日～ 

平成33年3月31日 



特別養護老人ホームきたざわ苑 （社福）正吉福祉会 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

高齢者在宅復帰施設ほのぼの （社福）古木会 
平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

 

対象施設（都市整備常任委員会所管分） 

施設名称 指定管理者 指定期間 担当課 

区営住宅４９団地 

（都から移管及び区建設３６団地、 

借上げ１３団地） 

区立住宅１２団地 

（特定公共賃貸住宅１団地、 

 ファミリー住宅６団地 

高齢者借上げ集合住宅５団地） 

計６１施設 

株式会社東急コミュニティー 平成29年4月1日 ～ 

平成34年3月31日 

都市整備政策部 

住宅課 

 

対象施設（公共交通機関対策等特別委員会所管分） 

施設名称 指定管理者 指定期間 担当課 

区立駒沢自転車等駐車場ほか 

計５１施設 

公益社団法人 

世田谷区シルバー人材センター 

平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

土木部 

交通安全自転車課 

区立桜上水南レンタサイクルポートほか 

計７施設 

公益社団法人 

世田谷区シルバー人材センター 

平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

 
対象施設（オリンピック・パラリンピック・環境対策等特別委員会所管分） 

施設名称 指定管理者 指定期間 担当課 

総合運動場及び大蔵第二運動場 （公財）世田谷区スポーツ振興財団 平成29年4月1日～ 

平成34年3月31日 

スポーツ推進部 

スポーツ推進課 

千歳温水プール （公財）世田谷区スポーツ振興財団 平成26年4月1日～ 

平成31年3月31日 

北烏山地区体育室 （株）リバティヒル 平成28年4月1日～ 

平成33年3月31日 

 

 
 
 
 

 


