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【財務状況】
項目(単位：円）
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備　考

職員体制の内訳

備　考

令和３年度

管理者１名（兼務）、事務職１名、介護職１２名（生活相談員兼務９名）、看護師２名、リハビリ
職２名、運転手１名

運営日数(日)

1,915/61.6

職員の退職状況
（人／年）

311

【事業実績】
項　　目 令和元年度 令和３年度

1 0
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令和２年度

令和元年度

事業収入
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0
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一般型通所介護（介護予防含む）
延利用者数(人)/稼働率(％)

入浴者数(人)

平均要介護度
（一般型/認知症対応型）

認知症対応型通所介護
延利用者数(人)/稼働率(％)

7,211/77.3

令和３年度平成30年度

122,485,413

92,128,108

19,414,946

17 6

1 32

令和元年度平成29年度 平成30年度

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

12

正規

【職員体制】

12

社会福祉法人　東京聖労院 募集方法

0

非常勤常勤 非常勤
合計非正規

常勤

0

519,590 439,780

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

5,718 1,023,616 949,672

18,475,934

差引収支額

所管課港区立高齢者在宅サービスセンターサン・サン赤坂 保健福祉支援部高齢者支援課

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

13,680,644

10,334,737 9,259,384

122,818,149

97,104,545

119,572,156

93,188,992

指定管理料 19,414,946

0 0

施設名

平均年齢

公募

令和３年度　指定管理施設検証シート

18,475,93417,832,593

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

収
支

(

実
績
)

その他

収入

利用料金

特別養護老人ホームサン・サン赤坂、赤坂子ども中高生プラザ

使用許可権限 ×利用料金制 ○3.10％
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プライバシーマークに基づいた個人情報マネジメントが
実行されています。必要な職員研修も実施されており、
意識向上への継続的な努力を行っています。

指定管理者として、区が定める要綱、要領を遵守
し、安全体制を整備し、適切に報告を行いまし
た。危険個所の確認については、施設内の安全衛
生委員会にて毎月実施しています。新型コロナウ
イルス感染症についても、区の感染症アドバイ
ザーや産業医の協力のもとで、予防対策を徹底で
きました。

労働関係法を遵守して業務を執行しています。法
人として就業規則で勤務体制、勤務条件、セクハ
ラ・パワハラの禁止等を規定しています。有給休
暇の取得目標を年度計画に組み入れる等、法人全
体で職員が働きやすい環境づくりを推進していま
す。また、厚労省「くるみん」マークを取得済で
あり、東京都働きやすい職場宣言認定を受けてい
ます。

勤務表及び労働条件を確認し、労働関係法令を遵守し、
適切な運営を行っています。

職員の配置については基準以上の職員配置となっていま
す。職員のスキルアップやサービス改善を目的に研修を
実施し、知識や技術の向上を図っています。

利用者アンケートの結果、利用者の満足度は高い水準に
あります。改善点や利用者からのご指摘があった場合
は、速やかに対応し、満足度の向上に取り組んでいま
す。

併設の特別養護老人ホームを含め、施設・設備の維持管
理を適切に行っています。また、常に整理整頓に努め、
適切な物品管理も行われています。

施設所管課による評価コメント

区が選定した第三者機関により年１回実施し、全
項目で評価項目を満たしているという結果でし
た。特に、看護師を手厚く配置し、医療的ケアの
必要性が高い方を積極的にお受けしていることが
高く評価されました。更なる改善点としては、コ
ロナ禍のなかで、地域の福祉拠点としての機能・
役割が果たせておらず、地域との交流の再開が課
題として上げられました。

令和３年度においても、引き続き高い評価を得ることが
できました。改善点についても検討を重ね、対応の具体
化を進めてます。また、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。

地域の学校、警察や消防等の関係機関、民生・児
童委員、保護司等地域のキーパーソン等を構成員
とする地域懇談会を、例年は年２回開催していま
した。令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、書面による開催に変更いたしまし
た。

管
理
運
営

施設・設備の維持管理

指定管理者による日常点検、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や
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。

年間計画を策定し、毎月防災訓練を実施しまし
た。緊急時対応や災害時のマニュアルを定め有事
に備えています。施設の防災訓練に加え、近隣町
会と連携した「地域合同防災訓練」を例年実施し
ていましたが、今年度はコロナ禍のため、施設内
の防災訓練の内容や、昨年の地域防災訓練の振り
返りなども盛り込み、書面開催としました。

例年、毎月の防災訓練の他、地域と連携した防災訓練の
実施を行っています。令和３年度も書面での開催となり
ましたが、工夫して取り組むことができました。
また災害時のマニュアルを作成し、緊急時の対応、連絡
体制等、職員全体が高い意識を持って取り組んでいま
す。

施設の維持管理は保守点検及び管理年間計画に基
づき実施しています。利用者の安全確保のため、
日常的に施設内の整理整頓に努めています。物品
管理は総務課中心に適切に行っています。

法人としてＰマークを取得しています。Ｐマーク
の基準に基づき法人として個人情報の規則・管理
体制等を定め、定期的な内部監査の実施と個人情
報保護マネジメントシステムによる更に堅固な安
全管理体制の構築に向けた改善を実行していま
す。さらに入職時および中途採用も含め、全職員
への個人情報保護研修も年１回必須で実施してい
ます。

職員の労働条件

防災・危機管理対応

施設の安全管理

管理責任者を定め適切な体制で業務を執行してい
ます。全職員が国家資格を有し、専門職の知見を
生かしたサービスを提供しています。職員育成は
研修計画やキャリアパス制度を整備し体系化して
います。

運営協議会等の開催状況

公平な運営

指定管理者による運営状況の内容

【運営状況】

事業計画に沿って着実に事業を実施し、適切に実
績報告を致しました。新型コロナウイルス感染症
の影響のため、食を伴うイベントは中止となりま
したが、カラオケは蔓延防止等重点措置の発令期
間以外に感染予防を徹底し行いました。小人数グ
ループでの趣味活動やレクリエーションを実施し
ました。通所介護計画書の説明は、書面送付後に
電話やメールなどでの説明と確認を行い、計画に
沿ってケアを提供しました。

計画的に、個々の利用者のニーズに沿ったサービスを提
供しています。今年度も、新型コロナウイルス感染症対
策をしっかりと行いながらサービスを提供しました。今
後も継続していくよう指導していきます。

項目

施設設置目的との整合性

情報管理

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１回実施しています。令和３年度は、「職員の
対応」や「日常介護」に対して、「満足」との回
答が100％という結果でした。

定期的にカンファレンスを実施し、複数の専門職
で評価した上でケアプランに反映させる等、適切
かつ公平なサービス提供を行っています。また、
法人として、学識経験者等から成る第三者委員
会、オンブズマンを設置しています。

第三者評価の実施状況

透明性を保つために運営に関する情報公開を積極的に
行っており、公平なサービス提供に努めています。

意見交換や情報共有を行い、それを通じて利用者のニー
ズの把握や地域交流の強化に取り組んでいます。これら
会議等には積極的に取り組み、高い意識を持って継続的
に実施しています。

指定管理者の責務を職員が十分理解しており業務
基準に沿ったケアを実施し、適切に報告していま
す。個々の利用者の要望に応えるべく医療ニーズ
の高い利用者も積極的に行っています。

法律や条例による施設の設置目的、事業計画書に掲げる
運営方針に基づいた運営がされています。
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指定管理料の適切な執行管理を行うため、詳細で明確な
根拠資料を月に一度区へ提出しています。執行状況を毎
月確認することで、必要に応じて区と連携し、課題解決
を図ることができました。

管
理
運
営

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置以外
の期間、少人数のボランティアの受け入れを行い
ました。例年では、地域の方が1500名余お越しに
なる７月の「納涼祭」については、児童館側の開
催が中止となりました。令和４年度は、リモート
で交流をするなどの方法をとり、交流機会を持つ
予定としております。地域の中学校夏季体験ボラ
ンティアや赤坂小学校との交流についても、双方
で受け入れの工夫を検討しましたが、学校のご希
望により受け入れを中止としました。実習生につ
いては、将来の専門職育成という観点から、感染
症予防対策を徹底したうえで受け入れを行いまし
た。

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、地域開放
を実施し、町会・自治会、民生委員、ＮＰＯ・ボラン
ティアや近隣住民など地域連携を含めた積極的な対応の
実践に取り組んでいます。困難な状況が続く中、新たな
手法についても積極的に検討しています。

光熱水費の使用状況を毎月、会議で職員に示し、
分析等を実施しています。また、削減状況をわか
りやすくにして館内掲示する等削減と環境への配
慮への意識づけを行いました。

エネルギー使用量など情報公開を行うとともに職員だけ
ではなく利用者にも協力を呼びかけ、工夫して周知を行
うなど、積極的に取り組んでいます。

地域貢献

適切な会計処理、関係書類の保存、区への報告を
行っています。

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）

環境への配慮

会計及び指定管理料

【総合評価】

「今、出来ることを、出来るだけの間、できるように」をテーマにしています。利用者の自立支援と在宅生
活の継続を重視し、ご家族及び居宅介護支援事業所等と連携しました。新型コロナウイルス感染拡大予防の
ため、ボランティア活動は人数や内容を制限して受け入れました。このため、施設でのボランティアによる
レクリエーションや余暇活動は減少しましたが、園芸やちぎり絵、おやつ作り等々多彩な少人数のグループ
活動を職員が支援し、ボランティア活動の減少分を補いました。稼働率については、区民に必要とされる
サービスの指標と考えており、前年度より2.3％増加となっております。令和４年度はサービス内容のア
ピール方法の工夫を行うことで、一層の稼働率向上を目指します。

指定管理者として適正な管理・運営を実践しています。また、利用者の健康を維持するための医療体制強化
を始め、職員の接遇向上など利用者にとって安全・安心なサービス提供を行い、その満足度が高い結果を残
しています。昨年度に引き続き今年度も新型コロナウイルス感染症により利用者の減少が予想されました
が、しっかりと感染症対策を行いながら、工夫したサービス提供を行った結果、前年度より稼働率は回復し
ました。今後も引き続き、工夫したサービスの提供やその周知を行うとともに、併設する子ども中高生プラ
ザとの連携、また地域との一層の連携強化を図り、誠実で透明な施設運営ができるよう指導していきます。
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