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令和３年度　指定管理施設検証シート

25,601,85222,910,338

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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利用料金

麻布地区高齢者相談センター

使用許可権限 ×利用料金制 ○2.44%

差引収支額

所管課港区立南麻布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

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

15,266,755

13,917,835 13,703,115

84,771,954

49,803,525

85,865,801

50,440,897

指定管理料 22,994,833

0 0

115,425

244 56

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

1,611,540 2,360,263 1,792,375

25,601,852

グループ化

職員数(人）

指定管理者

障害者雇用率
（令和３年６月）

指定期間

5

正規

【職員体制】

5

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

86,463,938

59,296,940

事業収入

65,856,060

112,340

63,026,535

83,621,934

【財務状況】
項目(単位：円）

55,226,090 57,499,061

平成29年度

88,878,982 82,407,254

運営日数（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

49,313,552

84,117,732

45

86,614,576

23,345,012

51

2.7

4,319

82,513,791

92,340

0

令和元年度

2.2

5,236

308

4,487

309

令和２年度 令和３年度

令和２年度

0 6

308

6,032/65.3

308

7,362/79.3 5,862/63.4

3

令和元年度平成29年度 平成30年度

307

2.3

管理者1名（相談員兼務）、事務員1名（他施設兼務）、相談員2名（管理者兼務1名、介護員兼務1名）、看護職員4名
（非常勤4名）、介護員8名（非常勤5名）、栄養士1名（介護員兼務）、調理員・運転手は委託

09

パート看護職員1名退職、派遣介護員5名
契約終了のため退職

9 5514

4
職員の退職状況

（人／年）

-4,545,170

15,312,933

556,512 316,409

4,107,028 -3,458,547 2,346,206

151,000

5,030,149 4,712,2705,016,759

2,134,654

-4,100,785

3,861,976

226,000 177,000

1,212,275

4,042,778

127,000

15,714,895

596,684

52

4,535,464

0

13,420,386 14,112,208

26,100,471

88,167,104

27,148,803

499,690

21,279

27,148,803 27,148,803

118,000

1,187,185

預金利息収入等

13,883,606

51,399,69450,721,454

16,609,959 17,396,054

1,701,999

年度協定書で定める指定管理料 24,521,878 25,355,096 26,100,47125,479,666

備　考

港区社会福祉法人等による生計困難者に
対する介護保険サービスに係る利用者負
担額軽減制度事業費補助金

支部費

27,148,803 26,621,792

【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）
延利用者数(人)/稼働率(％) 7,897/85.4 7,111/77.2

4,680

平均要介護度 2.92.4

入浴者数（人） 5,113

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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区への各種報告の徹底、介護保険法や区の条例の
遵守等、運営規定に則った適正な運営を行ってい
ます。

介護保険法や条例、運営規定等で定める施設設置目的や
運営方針との整合性をよく理解したうえで適正に運営さ
れています。

区の指定評価機関により毎年実施しています。要
望等は検討し、サービス向上・職員間の情報共有
に繋げています。利用者アンケート集計結果をを
利用者・家族に配布するとともに、評価結果を公
表しています。

第三者評価は毎年受審しており、区ホームページでの公
表のほか、利用者や家族にもお渡しして積極的に公表し
ています。改善策の提案についても、職員間で積極的に
話し合われるよう指導していきます。

区施設長会に参加し、情報の収集と共有を図って
います。施設内の諸会議等で各部署との情報共有
や業務改善検討に努めています。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

第三者評価・サービス情報公開結果の公表等、外
部からのチェックを受けています。25ヶ所以上の
居宅介護支援事業所からの利用希望に対応し、公
平な運営を行っています。

第三者評価の実施状況

施設運営の透明性を保つために、運営に関する情報公開
を積極的に行い、公平なサービス提供を行っています。

職員間での情報共有や課題解決のため、定期的に会議等
を開催し、意見交換を行っています。会議等を通して施
設全体の士気を高める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】
職員に2名（別々の時期）新型コロナウイルス感染症の陽性者が出ましたが、感染拡大することなく、通常
営業を継続しました。稼働は昨年度より微増でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、低い数字
となっています。感染防止対策を行いながら、ボランティア受け入れやイベント食の提供を行いました。利
用者やケアマネジャーからの要望に応え、他事業者が余り受け入れない「昼食・入浴ありの短時間利用」の
受け入れを継続しています。毎月、運営会議と定例会を行い、事業の確認と情報共有を行いました。併設の
地域包括支援センター事業への協力やシルバー人材センターの会議や地域の事業者が参加する研修への場所
提供を行い、関係機関や地域に開かれた施設運営を行いました。

新型コロナウイルスの影響で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、職員一
人ひとりが施設運営について知恵を出し合い、多様なニーズに応えながらきめ細かなサービス提供が行われ
るよう常に意識しています。様々な取組を通して、利用者の満足度向上と地域に根差した施設となるよう引
き続き指導していきます。

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

年に一回、第三者評価アンケートと異なる項目で
サービス全体についてのアンケートを実施してい
ます。要望に対する検討と対応を行ない、集計結
果を全利用者・家族に配布するとともに、全職員
に周知しています。

職員の新型コロナウイルス感染がありましたが、
感染拡大は無く、通常通りの運営を継続しまし
た。他施設が殆ど受け入れない「短時間入浴昼食
あり」や「総合事業利用者の入浴希望」の受入れ
を継続しています。苦情は職員対応についての一
件で、話し合いで解決しました。

新型コロナウイルスの影響でサービスの一部中止など余
儀なくされる中で、利用者のニーズに歩み寄ったサービ
ス提供は、利用者や家族から高い評価を受けています。
今後も積極的かつ臨機応変に利用者に寄り添う姿勢を心
がけるよう指導していきます。

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】

区からの連絡を確認し、新型コロナウイルス感染
症対策を行いながら、可能な範囲でボランティア
や見学者を受け入れました。他事業者や社会福祉
協議会等との連携等も含め、地域の方々との関わ
りを継続しています。

町会・自治会、民生委員・児童委員、NPO・ボランティ
ア、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組みがなされています。

区の環境マネジメント研修やEMS研修を通して職員
の意識向上に努め、区へ報告を行っています。
サービス提供に影響の無い範囲で工夫を行い、節
電・節水に努めています。

毎月、施設のエネルギー使用量及び分析結果の報告を受
けています。サービス範囲内での節水・節電に積極的に
取り組まれるよう引き続き指導していきます。

地域貢献

施設・設備の維持管理

施設内の設備などの安全点検が適切に行われています。
いきいきプラザを主管理者とする複合施設となってお
り、関係機関との安全管理面での連携を徹底するよう指
導していきます。

福祉避難所開設訓練、館全体で避難等の訓練を実
施しています。緊急対応マニュアルの確認、事業
継続計画の見直しを行っています。区と法人との
緊急連絡体制が整備されています。

福祉避難所開設訓練、館全体で避難等の訓練内容を確認
しています。また、運営法人内で緊急対応マニュアルを
整備し周知を徹底されています。引き続き緊急事態に備
えた体制を確保するよう指導していきます。

館の管理者「いきいきプラザ」との協力、専門業
者による定期点検等で施設の安全管理を行ってい
ます。物品管理を適切に行い、区や法人との緊急
連絡体制が整備されています。

管
理
運
営

区セキュリティーセミナー受講や自主点検を実施
し、区へ報告しています。ＰＣのパスワード管理
や個人情報を含む紙媒体の取扱いなど、職員への
意識づけを継続してます。

経理規定に則った適切な会計処理を実施し、区へ
月例報告、四半期報告を行っています。区内の業
者に修繕業務を発注しています。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

管理者による個人情報保護の研修が行われています。情
報安全対策実施手順の周知など、職員の情報管理に対す
る意識向上に施設全体で取り組まれています。

区の安全管理講習の資料を全職員に回覧、日常点
検の実施、区への月例報告を行っています。館の
管理者であるいきいきプラザと連携して、施設の
安全管理を徹底しています。

各月と四半期ごとに収支報告を受けています。適切な会
計管理が行われるよう引き続き指導していきます。

労働関連法を遵守するとともに就業規則に則り、
労働環境の整備に努めています。法人の福利厚生
を活用し、働きやすい職場づくりに努めていま
す。

職員の勤務体制を工夫して労働環境が確保されていま
す。また、処遇改善にも運営法人が高い意識をもって積
極的に取り組んでいます。

区の人員配置基準に則り、適切な管理運営を行っ
ています。オンラインや資料回覧を含む外部研修
参加や施設内研修を実施し、情報共有やスキル
アップに努めています。

人材育成にも力を入れており、研修受講者による施設内
勉強会を行うことで、施設職員全体のスキルアップに努
めています。

利用者へのサービス全体についてのアンケートで出た要
望に対し検討、対応しています。また、それらの情報公
開についても積極的に行っています。引き続き透明性の
高い運営となるよう指導していきます。

いきいきプラザと密に連携を取り、日々の安全管理を徹
底しています。区の備品も修理等で適切に対応していま
す。

施設所管課による評価コメント
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