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令和３年度　指定管理施設検証シート

18,680,00019,235,000

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

特別養護老人ホーム港南の郷、ケアハウス港南の
郷、芝浦港南地区高齢者相談センター

使用許可権限 ×利用料金制 ○2.22%

差引収支額

所管課高齢者在宅サービスセンター港南の郷 保健福祉支援部高齢者支援課施設名

平均年齢

公募

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

21,392,984

6,858,286 7,165,742

86,187,317

57,363,991

94,584,503

61,263,150

指定管理料 19,234,802

0 0

0

362,948 580,421

区補助金

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

401,992 401,992 2,693,734

18,680,000

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

4

正規

【職員体制】

4

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 募集方法

0

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

平成30年度

89,231,764

74,889,278

事業収入

74,564,366

0

69,357,343

80,846,561

【財務状況】
項目(単位：円）

69,814,627 61,902,068

平成29年度

94,162,314 94,704,501

運営日数

【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

56,151,866

88,479,051

257,540

90,443,306

19,294,000

580,421

2

5,295

89,635,167

0

0

令和元年度

2

5,743

308

4,983

309

令和２年度 令和３年度

令和２年度

2 7

308

6,377／69.0

308

7,626/82.3 7,128/77.0

3

令和元年度平成29年度 平成30年度

307

2

管理者1名（特養兼務）事務員1名、生活相談員2名（介護員兼務1名）、介護員6名（相談員兼務1名、非常勤2名、派遣2名）、看護職員2名（非常勤2名）、機能訓練指
導員1名（特養兼務）、管理栄養士1名（特養兼務）、調理員・運転手（委託）

06

正職員：介護員2名
派遣：介護員5名

6 49.1210

8
職員の退職状況

（人／年）

1,523,704

17,077,978

689,162 631,248

7,974,997 119,998 752,713

1,309,513

2,888,387 3,099,6622,888,387

1,331,932

-808,139

2,706,757

1,275,837 210,361

598,403

2,897,559

236,089

21,820,237

784,744

245,113

3,233,456

0

6,932,690 4,224,195

19,563,000

79,322,857

19,515,000

0

19,380

19,515,000 19,515,001

191,048

0

その他事業収益＋サービス活動外収益＋特別収益

6,565,677

48,683,38858,641,065

21,171,895 22,160,985

609,049

年度協定書で定める指定管理料 19,235,000 19,234,802 19,563,00019,294,000

備　考

サービス活動外費用＋特別費用+減免負担

19,515,000 19,732,000

【基本情報】 （令和４年３月３１日現在）

稼働数／稼働率(％) 8,098／87.6 7,934/86.1

6,026

平均要介護度 22

入浴者数(人) 5,535

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

0
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関係法規を順守した運営を行い、利用者や家族からの要望に柔軟に
対応するため、毎年家族懇談会を開催（R３年度はコロナ禍で中止）
しています。利用者の在宅生活が維持できるよう、ケアマネジャー
との連携に努めています。

利用者や家族からの要望に適切に対応することで、事業計画や運営方針を
遵守しています。令和4年度も引き続き指導していきます。

港区指定の外部評価機関による調査を受審しています。改善すべき
点についてはサービスを検討し、改善に向けて取り組んでいます。

毎年受審している第三者評価に対する情報公開を積極的に取り組み、継続
して高い評価を得られるよう引き続き指導していきます。

コロナ禍においても社内LANにより随時会議を実施しています。役職
者を対象とする会議を月１回開催、その他管理職と当該の職員で協
議する運営会議を随時開催し、課題の解決に努めました。安全対策
委員会、サービス向上委員会等の開催により事業運営の適正確保に
努めました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
運営に関する情報の公開に努めるとともに、ケアプランに基づいた
サービスを提供を行い、公平な運営を行っています。

第三者評価の実施状況

サービス提供の透明性を保つために、運営に関する情報を積極的に公開し
ています。利用者からの意見や改善要望には職員全体で改善策の検討、実
現に取り組んでいます。

コロナ禍においても定期的にオンラインで会議を開催し、積極的に課題解
決に取り組んでいます。会議を通して施設の課題解決に向かうよう引き続
き指導していきます。

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

【総合評価】
地域から信頼される施設をめざし、ケアマネ事業者との連携に努めました。サービス面では利用者ニーズに
合わせた選択制プログラムの提供を行いました。リハビリでは個別機能訓練等自立支援に取り組みました。
経費の節減により「サービスの質」を落とすことなく経営基盤の安定に取り組んでまいりました。また、新
型コロナ感染防止対策を行い、安心して利用できる体制を整えました。今後も同一法人の協力病院と併設の
特養との連携により、医療処置の必要な利用者を受入れ、少しでも長く在宅生活が送れるようサービスを提
供していきます。

昨年度から引き続きコロナ禍でプログラムの見直しが求められる中、他事業者と密に連携し、利用者にとっ
て安全・安心なサービス提供を行っています。また利用者のニーズに合わせたサービス提供を行うことで、
利用者から高い満足度が得られています。今後も引き続き、サービス提供の質を落とすことなく経営基盤を
安定させるとともに、地域との連携強化し、地域の期待に応えた適切で透明な運営を促していきます。

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

利用者懇談会にてサービスごとに利用者アンケートを実施し、高い
満足度を得られています。それを基に、個々の希望、全体の改善事
項などサービス内容の検討をし、サービス改善につなげています。

自力浴、椅子浴、寝浴の三種類の浴槽を設置し、利用者の状態に合
わせて安全かつ快適に入浴を行えています。利用者の要望を踏ま
え、複数の活動プログラムを選択できる体制を整えています。

重度利用者にも充実したサービスの提供を実施しており、安全かつ快適な
入浴事業が行えています。引き続き入浴に対するニーズに応えるプログラ
ム検討を指導していきます。

項目

施設設置目的との整合性

指定管理者による運営状況の内容

【運営状況】

地域の自治会、小学校、保育園、など毎年開催する行事はコロナ禍
で中止となりましたが、地域準民であるボランティアや一部の学校
とはオンライン等による交流の場を設け、良好な関係を保ち、互
助・共助の精神を確認すると共に、その維持を図っています。

町会・自治会、民生委員・児童委員、NPO・ボランティアや近隣住民など地
域との関わりを積極的に行われる地域に根差した施設の取り組みがなされ
ています。

利用者の体調に注意しながら空調の停止等で省エネルギーに努めま
した。また、震災後はエレベーター、空調、照明の管理等で節電に
努めています。

エネルギー使用量などの情報を公開するとともに、職員だけでなく利用者
にも協力を呼びかけ、サービスに影響のない範囲で積極的な省エネルギー
取組ができるよう指導していきます。

地域貢献

施設・設備の維持管理

職員全体の安全管理意識を高め、日常的に施設の安全管理に努めていま
す。利用者の安全を第一に日頃から意識するように引き続き指導していき
ます。

業務基準書に則り、管理センター、高齢者支援課、港区防災待機室
と協力して震災時や夜間の緊急時でも迅速に対応するなど、危機管
理を実践しました。関係機関への速やかな情報伝達にも努めまし
た。

法人内マニュアルを作成し職員全体で共有しています。緊急事態や非常事
態に備えた高い意識をもってサービス提供に取り組んでいます。

開設から２０年以上経過し老朽化が目立つ施設内各部について適切
に維持・管理しました。

管
理
運
営

PCのUSB挿入口の閉鎖等、個人情報の漏洩防止に努めました。所長を
講師として、個人情報保護の研修を開催しました。

業務基準書に則り、適正な収支報告を行いました。港区、法人、東
京都からの定期的な会計監査を受審すると共に、会計経理の健全
性・透明性に努めました。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

情報安全対策実施手順を職員全体に浸透させ、情報セキュリティの確保に
努めるとともに、個人情報保護条例に基づく運用を実施しています。

管理センターと協力して施設の安全管理を行っています。

毎月及び四半期ごとに収支報告書で確認しています。必要に応じて説明を
受けています。

労働関連法を遵守して運営しています。安全衛生委員会を設け、職
員の心身の健康管理を心がけています。

処遇改善にも法人が高い意識をもって取り組んでおり、職員の勤務体制な
ど適切な労働環境を確保しています。

国の運営基準の配置人数より多くの職員を配置しています。内部、
外部研修、学会発表等を通じて、キャリアアップを図ると共に実際
に重度の利用者を受け入れる事で知識や技術を学び職員個々のスキ
ルアップが図れました。

基準以上の職員が配置されています。また、人材育成にも力を入れてお
り、様々な取組で職員のスキルアップに取り組んでいます。

サービス提供に対するアンケートを実施し、個々の希望にもできる限り対
応しています。引き続ききめ細やかなサービス提供をめざすよう指導して
いきます。

限られた財源の中で所管課や事業者の意見を取り入れ、迅速な維持管理に
対応しています。引き続き区と連携しながら安心安全な施設管理ができる
よう指導していきます。

施設所管課による評価コメント
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