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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(％) 8,727/81.0 9,013/83.8

5,422

2

5,404 6,128 6,360入浴者数(人)

平均要介護度 2.1

令和３年度

平成29年度 平成30年度

備　考

令和２年度

1

所長1名（相談員兼務）、相談員3名（介護職兼1名、所長兼1名）、看護職3名（機能訓練指導員兼務2名）機能訓練指導員3
名（看護職兼2名）、介護職１1名（兼務1名）管理栄養士3名、調理員2名、事務員1名、運転手2名

17

備　考

研修費、保険料（本部経費含まず）

44,304,684 42,247,588

2,021,991

年度協定書で定める指定管理料 41,547,492 39,214,634 42,364,97140,988,226

6,123,517

4,140,755

0

22,883,970 17,173,324

42,364,971

122,943,141

42,390,670

0

0

42,163,432 41,986,399

181,098

0

介護職員処遇改善加算金等

20,076,728

86,843,26383,114,481

7,752,328 12,334,312

16,401,530

6,447,976

3,841,515 1,029,985

827,945 4,380,338 5,458,693

988,925

3,949,260 3,989,0273,995,630

131,735

20,323,770

343,714

1,179,196 573,086

3,786,681

3,715,449

964,378

11,506,167

1,487,109

職員の退職状況
（人／年）

2.3

308運営日数(日)

令和３年度

職員体制の状況

備　考

2.1

308

令和２年度

3 12

令和元年度平成29年度 平成30年度

【事業実績】
項　　目 令和元年度

3

308

3,523

9,272/86.0

308

6,381

9,553/89.0

6,658

9,195/85.3

307

92,221,757

129,396,750

4,737,700

119,669,317

40,988,226

5,408,552

2.3

5,609 6,064

139,993,087

0

0

令和元年度 令和２年度平成30年度

134,855,443

4,672

85,308,309

事業収入

84,562,451

0

88,458,665

139,344,671

【財務状況】
項目(単位：円）

機能訓練者数

92,890,416 92,204,534

平成29年度

130,870,613 129,388,849

令和３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

18

正規

【職員体制】

18

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

6 45.725

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

2,080,967 815,721 20,334

41,016,620

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

7,057,968

22,641,932 20,814,316

130,042,668

92,173,060

125,008,511

88,174,720

指定管理料 39,214,634

0 0

0

4,760,670 4,865,906

区補助金

令和３年度　指定管理施設検証シート

41,016,62041,547,492

平成29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

単独

使用許可権限 ×利用料金制 ○1.93%

差引収支額

所管課虎ノ門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
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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が参加し、職員へ
必要に応じて伝達研修を行い、周知を図っていま
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。

ハッピー休暇・リフレッシュ休暇を設け、有給休
暇取得率の向上やワークライフバランスを考え誰
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。

職員面接を通じ個々の目標管理を行なっていま
す。施設内外含め、職員に適切な研修を受ける機
会を作り、新人育成についてはプリセプターシッ
プ制度を取り入れています。

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目指
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】

オンラインを使用した交流に一早く取り組みまし
た。ボランティア推進会議への参加や地域住民と
関わる機会を持ち、地域連携に努めています。専
門職による健康講座レシピも配布しています。

新型コロナウイルス感染症対策としてオンライン交流を実施
し、また地域の皆様とより良い関係を保つために地域連携
を積極的に努めるよう指導しています。

高齢者の健康に配慮しつつ、港区推進のSDGsに取
り組んでいます。感染対策にも配慮した衛生環境
にも取り組んでいます。

SDGs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実施してい
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
ため定期的な訓練の実施、福祉避難所設営訓練・
いきいきプラザ合同の防災、防犯訓練も行い、有
事の際はＢＣＰに沿った対応に努めます。

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
よう引き続き指導しています。

維持管理は責任者を明確にし管理点検していま
す。保全保守については必要に応じ港区と協議し
必要に応じ専門業者と連携を図り対応していま
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必要に
応じて伝達研修と周知・徹底をはかっています。

関係法令、法人の経理規定に則り、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

昨年度は、新型コロナウィルスの影響の中、職員の協力で安定した稼働を継続することができました。誰一
人欠けることなく職員同士が思いやりお互いを切磋琢磨して良い関係作りができたと思います。また、他施
設への支援にも継続して協力できたことは職員のおかげだと感謝しています。コロナ禍の中、施設職員の感
染者を一人も出さなかったことも職員にとっては自信にも繋がりました。オンラインによる活動もいち早く
取り入れ、ボランティアとの繋がりも絶えることなく継続し、ご利用者ご家族にもオンラインイベントに参
加いただいています。

他施設への職員支援や職員同士の協力は職員体制や職員育成の結果であります。また、オンラインイベントの早期
導入や施設職員のコロナ感染者ゼロなど、職員全員で新型コロナウイルス対策に協力していたことが確認できまし
た。引き続きコロナ禍において感染防止対策をしながらご利用者やそのご家族の方が楽しんでいただけるような取
り組みを促していきます。

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

顧客満足度調査や嗜好調査、行事アンケートを定
期的に実施し改善に繋げています。結果は施設内
掲示・配布にてフィードバックを行ないサービス
向上に努めています。

個々のニーズをきめ細かく把握し、ケアプランに
沿ったサービス提供を行っています。また地域の
ニーズに対応し、柔軟に対応しています。

個別のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供しており、
利用者から好評を得ています。より良いサービスを実施で
きるよう指導しています。

項目

施設設置目的との整合性

毎年第三者評価を受審し、結果を公表していま
す。また、改善に向けた取り組みを行い、進捗を
確認しています。

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。

送迎時ご家族との引継ぎの際や連絡帳、電話にて
随時ご意見をいただいています。行事等にもオン
ラインで参加頂いています。

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ブログ、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。

日々連絡できる環境を整えることで、より活発な意見交換
が行うことができています。引き続き行うよう指導していま
す。

介護保険法・関係省令・港区条例を遵守し、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。運営状況については月例報告書にて報
告しています。

月例報告やモニタリングにおいて、整合性を確認していま
す。また、介護保険法や運営規定に従って、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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