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令和３年度　指定管理施設検証シート
【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

施設名 港区立北青山高齢者在宅サービスセンター 所管課 保健福祉支援部高齢者支援課

指定管理者 社会福祉法人 ノテ福祉会 募集方法 公募

障害者雇用率
（令和４年３月） 3.25% 利用料金制 ○ 使用許可権限 ×

常勤 非常勤 常勤 非常勤

指定期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで グループ化 赤坂地区高齢者相談センターとグループ化

【職員体制】
正規 非正規 合計 平均年齢

2 8 24 49

職員体制の内訳
施設長兼管理者兼生活相談員（正規常勤1名）・生活相談員兼介護職員（正規常勤5名.非正規非常勤1名）・介護職員（正規常勤9名・非正規常勤4名・非正規非常勤4
名）・理学療法士（正規非常勤1名・非正規非常勤2名）・看護師兼機能訓練指導員（正規常勤1名・非正規非常勤2名）

職員数(人） 14 13 1 10

【事業実績】
項　　目 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

備　考

3 6 6 6 3
職員の退職状況

（人／年）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

一般型通所介護（介護予防含む）
延利用者数(人)/稼働率(％) 9,297/86.2 9,783/91.0 9,489/87.5 7,917/74.1 7,627/71.2

運営日数(日) 308 307 307 305 306

平均要介護度
（一般型/認知症対応型） 2.0/2.9 2.2/3.2 2.2/2.5 2.1/2.7 2.1/3.1

認知症対応型通所介護
延利用者数(人)/稼働率(％) 2239/72.7 2102/68.5 1803/58.25 2007/65.8 1,336/43.7

【財務状況】
項目(単位：円） 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 備　考

入浴者数(人) 4,001 4,530 4,370 3,675 3,189

143,144,526

指定管理料 57,900,160 56,975,726 57,794,490 63,081,493 58,428,211

収入 168,284,922 167,704,779 163,724,009 156,023,160

利用料金 109,574,641 110,217,763 105,421,178 92,841,144 84,614,381

事業収入 0 0 0 0 0

その他 810,121 511,290 508,341 100,523 101,934 受取利息等

区補助金

職員人件費 99,534,054 100,869,357 102,791,019 89,607,143 92,536,569

事業運営費

支出 164,173,533 152,609,869 151,780,586 156,626,462 157,819,368

光熱水費

施設管理経費 20,973,816 18,564,007 18,828,285 19,362,156 19,391,960

35,100,699 24,650,080 21,767,040 35,526,946 36,788,683

1,147,541 1,200,661 1,467,674 5,320,660 2,147,101

7,417,423 7,325,764 6,926,568 6,808,687 6,953,563

指定管理料のうち区への返還額 458,260 115,047 2,411,770 4,667,653 4,525,100

差引収支額 4,111,389 15,094,910 11,943,423 -603,302 -14,674,842

収
支

(

実
績
)

その他 0 0 0 870 1,492 預金利息、雑収入、繰入金等

修繕費

年度協定書で定める指定管理料 57,900,160 56,975,726 57,794,490 63,081,493 58,428,211

提案時の指定管理料上限額 69,964,360 69,964,360 69,818,360 69,818,360 67,232,000
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【運営状況】

項目 指定管理者による運営状況の内容 施設所管課による評価コメント

事
業
運
営

施設設置目的との整合性
介護保険法における通所介護の目的に基づき、自
立支援の促進と家族負担軽減となるサービス計画
を策定しサービスの提供を行いました。

法や条例による施設の設置目的、基本協定に基づき適切
な管理運営がなされています。

サービス提供の状況
利用者調査全体で、高い満足度が得られました。
満足度「大変満足」または「満足」が80%を超えて
います。

運営協議会等の開催状況

一般はコロナ禍で中止となりましたが、認知症対
応型において、運営推進会議を開催しました。事
業の周知を行い、認知症高齢者とご家族の思いな
どをどうサービスにつなげるかを話し合いまし
た。

運営推進会議を開催し、ご家族等から直接意見を伺う機
会を常時設けており、意見交換の場を複数回行うことで
より多くの方のご意見ご要望を集めやすい環境作りを心
がけるよう取り組んでいます。

公平な運営

情報公開を積極的に行い、利用にあたっては懇切
丁寧な説明を行っております。また、同業他社の
情報提供も行い利用者・家族等がサービスの方向
性を自己決定できるよう取り組みました。

公平なサービス提供を行い、運営に関する情報公開を積
極的に行っています。

利用者のニーズを受け、利用者の意向に沿った活動や質
の高いサービスを提供しています。

利用者アンケートの実
施状況

第三者評価時に全利用者を対象のアンケートを実
施し、コロナ禍であることから回答率は42％でし
た。結果を集計の上、分析を行いサービスの改善
を行いました。

アンケートの意見等について、よりよい事業運営及び施
設管理に反映できるよう、積極的な改善に努めていま
す。

第三者評価の実施状況

実施しました。適切な運営の評価をいただいてお
ります。コロナ禍の中、ご利用者のニーズはやは
り機能訓練などにあり、引き続き機能訓練の強化
を図っています。

毎年実施しています。評価結果を公表し、幅広く利用者
や事業者に情報を提供することにより、サービスの内容
を利用者に見えるものにしています。継続して高いサー
ビスを提供するよう指導していきます。

研修で定期的に内容や理解度を確認し、関係法令を遵守
し、適切に情報管理を行っています。

環境への配慮
季節・気候に合わせた照明・空調等の節減管理に
努めています。また夏季には、緑のカーテンや扇
風機の併用等で空調の効率化も行っています。

環境に配慮した取組みを積極的に実施しています。今後
も継続的な取組みができるよう指導していきます。

施設の安全管理
日常点検表を基に毎日の点検を行うともに専門業
者の定期的な設備点検の実施また、夜間について
は警備会社にて管理を行なっています。

指定管理者による日常点検及び保守点検の他、区職員に
よる区有施設安全総点検や専門業者による定期建物点
検、消防設備点検を通じ、安全な施設管理に努めている
ことを確認しています。

防災・危機管理対応

緊急時（災害・事故・怪我・感染症等）についてマニュア
ルを周知し対応しています。また、区の定める報告取扱要
項を遵守しています。防災訓練（年1回）・防犯訓練（年1
回）を実施しています。

緊急対応マニュアルにより、緊急時（災害・事故・怪
我・感染症等）の対応が迅速かつ的確な体制が取れてい
ます。

【総合評価】

指定管理者自己評価
（セルフモニタリングの実

施状況等）

地域との連携に努め指定管理者として運営にあたっております。令和3年度も新型コロナウイルス感染症非
常事態宣言に伴いご利用控えが多く発生し、収益が激減しました。感染症予防の強化徹底を施設全体で取り
組み、幸いご利用者への感染を防ぐことができました。1月からは後継法人の協力もあり、円滑に引継ぎを
行うことができました。

所管部門評価

令和３年度も新型コロナウイルス感染症により、利用者が減少し、厳しい経営状況が続きましたが、個々の
ニーズに合わせた質の高い丁寧なサービス提供に努めたことにより、利用者からは高い満足度が得られてい
ます。令和４年度以降は新たな運営法人が指定管理者となります。引き続き個々の利用者に寄り添った適切
で細やかなサービスを継続するため、新運営法人への業務引継ぎ業務を円滑に完了したことを確認しまし
た。

会計及び指定管理料
関係法令及び法人の経理規定に基づき適正な会計
処理を行っています。

四半期毎の予算執行状況を確認しています。適切な執
行、会計処理に取り組んでいます。

地域貢献

コロナ感染症予防を徹底し、施設内での交流は今
年度は行えませんでしたが、建物外における草花
の手入れなどを通して、情報交換を行うなど地域
との連携が継続できました。

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を見極
めながら、ボランティア活動、学生との交流、実習生の
受け入れなど地域の資源活用や施設関係者以外の人との
交流が行われることを確認します。

管
理
運
営

職員体制及び職員の育成

サービスの質の向上を図る為に介護保険法が定め
る基準を超える人員配置を行っています。サービ
ス提供における知識・技術向上の為、入職時と定
例（年10回）研修を実施しています。

職員の配置は基準以上の配置をおこなっています。人材
育成に力を入れており、研修を通じて職員の能力向上に
努めています。

職員の労働条件
年間休日120日、有休休暇も1人一月平均1日以上消
化している。人事考課制度による正当な処遇改善
の実施し、労働組合もあります。

労働関係法令を遵守し、適切な運営を行っています。

施設・設備の維持管理
業務基準書に基づき、管理するとともに所管課に
相談・報告を蜜に行い、適切な維持・管理を行え
るよう努めています。

併設の高齢者相談センターを含め、施設設備の維持管理
を適切に行っています。また、常に整理整頓がなされて
います。

情報管理
区の情報セキュリティーセミナー（web)に参加
し、定期的に再確認するよう努め、港区個人情報
保護条例を遵守して適切に管理を行っています。
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