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【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

一般型通所介護（介護予防含む）
延べ利用人数（人）/稼働率（％） 9105/84.5％ 9728/87.0％

10,177

5,700

10,739 10,534 6,090

平均介護度 2.52.4

ふれあいだんらん室
利用者数（人）

入浴者数（人） 5,257

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

10

備　考

東京2020大会開催による休館補償

102,651,780 105,725,000

6,973,127

年度協定書で定める指定管理料 96,215,321 92,380,685 100,514,87791,804,344

5,561,625

16,645,251

0

36,189,181 28,545,189

100,514,877

144,727,720

101,384,240

1,490,520

103,884,560 104,743,840

195,719

0

介護職員処遇改善加算金等

22,677,280

78,626,74483,995,087

10,989,396 16,744,144

41,935,992

10,285,644

10,006,199 8,380,410

31,682,705 34,939,198 11,022,538

908,184

15,016,589 16,221,10015,687,290

2,625,800

37,702,476

14,032,841

584,771 591,462

7,555,571

15,540,816

737,194

21,659,811

3,429,198

管理者1名、事務員１名、だんらん室2名、看護職員4名（非常勤４名）、相談員3名（常勤兼務3名）、介護職員１1名（兼務
3名、非常勤3名）機能訓練指導員3名（兼務2名、非常勤3名）管理栄養士1名、調理員１名
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職員の退職状況

（人／年）

4,385

309

令和２年度 令和３年度

令和２年度

4 2

301

8881/84.2％

308

6,265

9509/88.2% 8937/82.9%

9

令和元年度平成29年度 平成30年度

307

2.5

営業日数（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

101,138,606

170,668,669

4,337,025

153,883,326

88,898,840

5,382,315

2.5

4,623

191,585,802

0

0

令和元年度

2.5

5,425

308

平成30年度

181,691,207

89,549,813

事業収入

86,801,669

0

87,410,052

186,663,712

【財務状況】
項目(単位：円）

86,733,900 83,026,142

平成29年度

187,911,194 186,136,763

グループ化

職員数(人）

指定管理者

障害者雇用率
（令和3年4月）

指定期間

12

正規

【職員体制】

12

医療法人財団百葉の会 募集方法

0

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

4,070,885 767,469 11,011,521

96,585,425

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

10,238,508

20,797,490 22,369,834

156,228,489

99,214,383

151,197,565

94,761,591

指定管理料 91,613,216

0 0

0

4,894,204 4,973,734

区補助金

令和３年度　指定管理施設検証シート

96,585,42596,215,321

令和3年4月1日から令和4年3月31日

収
支

(

実
績
)

その他

収入

利用料金

単独

使用許可権限 ×利用料金制 ○1.93%

差引収支額

所管課台場高齢者在宅サービスセンター 保健福祉支援部高齢者支援課施設名

平均年齢

公募
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区主催の研修へ参加しています。また、モニタリング時
に区職員が利用者から個人情報が見られるようになって
いないことの確認を行っています。

日常的な安全点検と定期的な点検を行い管理して
います。港区が開催する講習会については積極的
に参加し職員へ周知・徹底に努めております。

毎月並びに四半期ごと、年次収支報告書により確認して
います。事業計画変更については、事前相談するよう指
導しています。

有給休暇取得率の向上・ワークライフバランスを
考え誰もが働きやすい環境づくりに努めておりま
す。

ワークライフバランスの一環として有給休暇取得率を向
上させて、誰でも働きやすい環境づくりに励むよう指導
しました。

職員のスキル・個人目標に沿って法人内外の研修
参加を促進、新人育成についてはプリセプター
シップ制度を取り入れ指導をしております。

配置について基準以上の配置を行っています。指導につ
いて、マンツーマンで教育することで個々の特性を生か
したプランで行うことが可能となり、より良いサービス
提供ができる職員を育成しています。

アンケート集計結果に基づき、より良いサービス提供を
行うため、改善意識をもって取り組んでいます。

基本協定書に則り、簡易な修繕は区の承認を得たうえで
指定管理者に依頼しています。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

ご利用者が地域の教育機関との交流会（リモー
ト・プレゼント、地域の方との散歩de美化）を通
じてボランティアとしての活動を行う事で社会活
動を継続する支援をしております。

交流イベントやボランティア活動を通じて、地域の皆様
と関係を築きながら地域活性化に貢献するよう指導して
います。

港区が推進する3R運動に取り組んでいます。高齢
者施設として生活環境、感染対策にも配慮した衛
生環境の管理を行い職員一人ひとりの環境への取
り組みを継続しています。

職員が積極的に配慮していくとともに、利用者にも協力
を呼びかけて、サービスに影響のない範囲で積極的な取
り組みができるよう指導しています。

地域貢献

施設・設備の維持管理

区と指定管理者の双方で日常的な安全点検を行い管理し
ています。引き続き積極的に講習会に参加し、職員に周
知・徹底することで安全管理に努めるよう指導しまし
た。

各種危機・災害などのマニュアルに基づき定期的
な訓練を実施しています。福祉避難所設営訓練・
地域防災訓練にも参加しています。また災害用BCP
に基づき迅速な対応に努めてまいります。

最新情報を常にマニュアルに反映していき、訓練を行う
ことで有事の際に迅速に対応できるよう取り組んでいま
す。

維持管理は責任者を明確にし日々点検を行ってい
ます。保全保守については港区施設として軽微な
異常でも港区と協議し必要に応じ専門業者と連携
を図り対応しております。

管
理
運
営

法令を遵守し情報管理を行っています。港区個人
情報研修に管理責任者等が参加し職員へ周知・徹
底に努めております。

関係法令、法人の経理規定に則り、毎月適正な会
計処理を行っております。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

指定管理者による運営状況の内容

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

オリンピックによる7日間の休館、新型コロナウイルス感染症による影響を引き続き受けた年でした。加え
て大規模改修工事予定により定員縮小のため利用者が早い段階で他施設へ移行するなどイレギュラーな対応
に追われることが多くありました。そんな中でも、リモートによる園児との交流会や工場見学、小旅行など
外部との交流を持つことが出来、利用者にも大好評でした。ふれあいだんらん室では港区の介護予防事業や
歌を伴う事業（コーラス・カラオケ）等の休講の要請が複数回あり、大きなイベントの開催もすべて中止と
なりました。利用者のケアをできる限り行い、小規模な新規企画や教室事業を実施して好評いただきまし
た。これからも地域との関わりを多く持ち、アンテナを広げることにより情報収集に努め、新たに地域を支
える基盤づくりを目指します。また大規模改修工事に伴い規模縮小が予定されているため、地域のご利用者
に、より細やかなケアが実践できる体制を整えていく為、職員全員が一丸となり取り組んでいきます。

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

顧客満足度調査や嗜好調査を定期的に行い、改善
に努めています。結果は施設内に掲示・配布を行
いご利用者へフィードバックをしております。

通所介護では個々のニーズの把握に努め、ケアプ
ランに沿ったサービス提供を行っております。ま
た、地域の特性を生かしたプログラムを取り入れ
健康促進・社会参加を促しております。

利用者や家族から高い評価を受けています。引き続き
個々のニーズにあわせたサービス提供を行うよう指導し
ました。

項目

施設設置目的との整合性

通所介護・だんらん室ともに、第三者評価を受審
し結果を施設内に掲示し公表しています。

区では毎年第三者評価を受審しており、サービス向上に
役立てています。

サービス利用時に毎回記入している連絡帳や、随
時電話にてご意見をいただいております。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

運営に関する情報を施設通信や施設内掲示にて公
開し、サービス提供の際にはケアプランに基づい
た説明を丁寧に行い公平な運営を行っておりま
す。

第三者評価の実施状況

ケアプランに基づき、個々に合わせたプランを心がけつ
つ、有利・不利になるようなサービスを提供しないよう
指導しています。

利用者やその家族が随時ご意見やご要望を伝えやすい環
境づくりを心がけながら取り組んでいます。

介護保険法ほか、関係省令、港区条例を遵守し地
域高齢者福祉施設として信頼される施設運営に努
めております。運営状況については、月例報告書
にて報告をしております。

月例報告やモニタリング等で整合性を確認しています。
運営方針をよく理解した上で運営を行っていますので引
き続き継続するよう指導しました。
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所管部門評価

新型コロナウイルス感染症の影響及びオリンピックによる休館に伴い、利用者の利用自粛やプログラムの見
直しなどが余儀なくされる中で、感染症対策を行い、工夫あるサービス提供がなされています。ご利用者の
ニーズを汲み取りながら、リモートや小規模な事業を行うことで満足度を上げています。
また、地域の皆様と関係を築きながら地域活性化に貢献していこうと努めています。今後も、台場地区にあ
る通所介護事業所として地域の期待に応えた誠実で透明な運営を目指した取り組みを指導していきます。
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