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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）
延利用者数（人）/稼働率（％） 8,161/88.0 7,906/85.8

3.6

2.2

3 3.3 3.4

認知症対応型通所介護
延利用者数（人）/稼働率（％）

1,902/61.81,691/54.9

平均要介護度
（認知症対応型通所介護）

平均要介護度
（一般通所型）

2.2

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

7

備　考

宿泊デイも指定管理料に含まれる

介護報酬、利用者負担金

研修費（本部経費含まず）

79,961,100 83,123,000

6,197,296

年度協定書で定める指定管理料 76,893,212 73,039,108 75,866,18578,752,045

7,212,598

6,496,641

0

25,494,769 17,938,370

75,866,185

146,671,799

79,961,100

0

0

80,523,900 80,523,900

146,194

0

介護職員処遇改善加算金等

18,961,253

94,948,923101,665,891

11,699,536 21,876,017

23,704,607

9,595,618

5,591,836 5,995,406

28,287,567 14,660,214 4,265,901

1,183,357

5,717,027 5,835,1175,990,066

6,689,246

24,824,678

5,813,503

366,933 634,799

6,881,041

5,707,768

726,828

23,572,478

4,685,020

施設長１名、所長1名（介護職兼務）、管理者1名（介護職兼務）、相談員4名、看護職7名（機能訓練指導員兼務4名）、機能訓練指導員3名,介護職１5名
（兼務3名）、管理栄養士1名、栄養士1名、調理員1名、事務員1名、運転手4名（介護補助兼務1名、委託3名）
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職員の退職状況
（人／年）

2.3

308

令和２年度 令和３年度

令和２年度

2 5

308

6,930

7,211/78.0

308

3.3

7,863/84.8

5,310

7,717/83.6

4

令和元年度平成29年度 平成30年度

307

2,419/78.0

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

117,324,159

172,323,212

6,628,771

150,911,454

78,752,045

6,212,827

1,563/50.7

2.3

5,972 5,703

175,736,132

0

0

令和元年度

1,831/59.6

2.2

308

平成30年度

176,589,113

6,343

95,441,122

事業収入

105,735,767

0

91,624,241

170,376,406

【財務状況】
項目(単位：円）

入浴者数（人）

93,241,176 88,990,461

平成29年度

189,730,421 172,112,279

グループ化

職員数(人）

指定管理者

障害者雇用率
（令和3年3月）

指定期間

17

正規

【職員体制】

17

医療法人財団百葉の会 募集方法

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

286,923 3,585,372 7,097,500

74,173,347

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

9,595,618

28,469,541 26,477,767

161,442,854

110,885,475

157,452,065

108,140,640

指定管理料 73,039,108

0 0

0

7,101,442 3,632,049

区補助金

令和３年度　指定管理施設検証シート

74,173,34776,893,212

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

収
支

(

実
績
)

その他

収入

利用料金

芝地区高齢者相談センター

使用許可権限 ×利用料金制 ○1.93％

差引収支額

所管課芝高齢者在宅サービスセンター 保険福祉支援部高齢者支援課施設名

平均年齢

公募
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区主催の研修に参加しています。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。講習会には管理責任者等が参加
し、職員へ周知しております。

毎月並びに四半期毎、年次の収支報告書により確認してい
ます。また、事業計画変更に関しては事前相談するよう指導
しています。

労働基準法に基づき運営しております。有休取
得率の向上・ライフワークバランスを考え誰もが
働きやすい環境づくりに努めています。

労働関係法令を遵守しています。ワークライフバランスを取
ることで、職員の定着に繋がりより良いサービスが提供でき
るよう指導しています。

職員のスキル・個人目標に沿って法人内外の研
修へ参加を促しています。新人育成については
プリセプター制度を導入し指導しています。

職員の配置については基準以上の配置を行っています。研
修や先輩職員からの指導機会をたくさん設けることで職員
の育成を図るよう指導しています。

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

基本協定書に則り、安価な修繕は指定管理者が行うものと
し修繕をするよう指導しています。また、大規模修繕が必要
な場合は区と協議して実施しています。

施設所管課による評価コメント

【運営状況】

町内会活動参加や地域公開講座などを
行っていますが令和3年度もコロナ感染対
策の為中止となりました。

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら活動を行い、地
域の皆様とより良い関係を保つよう指導しています。

高齢者の健康に配慮しつつ、省エネに努めています。
地域高齢者施設として夏にはクールシェルター、冬には
ウォームビズの取り組みを行っています。

エネルギー使用量などを常に確認しながら、職員・利用者一
体となって常に環境への配慮を心掛け、サービスに影響が出
ない取組みを行う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。また、地域連携を含めた安全管理意識を持つよう指
導しています。

各種危機・災害等のマニュアルに基づき対応す
るため定期的に訓練を行っています。福祉避難
所設営訓錬。令和3年度はコロナ感染対策もあ
り少人数にておこないました。

地域連携を含めた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管理する
ように引き続き指導していきます。

維持管理は責任者を明確に管理しています。保
全保守については必要に応じ専門業者と連携を
とり迅速な対応を心がけております。

管
理
運
営

法令順守し情報管理を行っています。港区個人
情報の適切な取り扱い研修にも参加し職員へ
周知・徹底をはかっています。

関係法令、法人の経理規定に準じて、毎月適正
な会計処理を行っています。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

指定管理者による運営状況の内容

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】

一般・認知デイサービス共にコロナウイルスの影響による欠席があり稼働率が低迷しましたが
後半は欠席されていた方も利用を再開され稼働率も安定しました。宿泊デイサービスにおいて
も利用者が定着し安定した利用につながっています。感染対策を徹底し施設内感染はゼロと
なっています。コロナ影響による職員の異動や退職がありましたがグループや法人のメリット
を十分に生かし、職員教育や処遇改善へ繋げ、職員のやりがいとすることができています。

制約があるコロナ禍の施設運営において、感染対策を徹底し施設内感染をゼロに抑えること
ができ、さらに稼働率が安定したことは大いに評価できます。今後も新型コロナウイルス対策
を維持しつつ利用者の満足度が上がるような運営をめざした取り組みを指導していきます。

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

顧客満足度調査や嗜好調査を定期的に行い、
改善につなげております。結果は施設内掲示・
配布にてフィードバックしております。

個々のニーズの把握に努め、ケアプランに沿ったサービ
ス提供を行っています。地域の特性を生かしたプログ
ラム等を取り入れ健康促進を進めています。

近年、利用者のニーズに合わせたきめ細やかなサービス
提供が求められています。利用者や家族から高い評価を
受けており、引き続き利用者に寄り添うよう指導していきま
す。

項目

施設設置目的との整合性

第三者評価を受審し、結果を公表しています。
例年は毎月港区社会福祉議会介護相談員によ
る評価を受けておりましたが令和2年度からコロ
ナ感染予防の為来所中止となりました。

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。

認知症対応型通所では平成28年度から運営推
進会議を年2回開催し、地域・行政・ご家族様へ
活動報告と意見を頂いています。令和2年度は
コロナウィルス予防対策として中止としました。

運営協議会等の開催状況

公平な運営
運営に関する情報を施設通信や施設内掲示にて公開
し、サービス提供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います。

第三者評価の実施状況

サービスの提供は個々のニーズに合わせているため、ばら
つきはありますが、特定の個人に対して不利益が出ないよう
指導しています。

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら開催す
るよう指導しています。

介護保険法・関係省令・港区条例等を遵守し、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いま
す。区へ月例報告書にて報告しています。

月例報告やモニタリングにおいて、整合性を確認し、介護保
険法や条例、運営規定等における施設設置目的や運営方針
をよく理解した上で適切に運営されています。
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