
（ ）

～ ～

指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂが同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

評価

指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名

指 定 管 理 者 名

施設所管課（事務所）

評価基準

神奈川県女性保護施設

社会福祉法人神奈川県民生福祉協会

人権男女共同参画課

H18.4.1 H28.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H18 H25

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

確認項目

Ｃ

内容・評価理由

□基本的人権の擁護、最適な福祉
サービスの提供、利用者の安全確
保、プライバシーの保護等、総合的
な運営方針に基づき適切に施設運営
がなされている。
□実績報告書及び現地調査により、
委託した業務の適切な実施を確認し
ている。

Ｂ

項目別評価

Ａ：極めて良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：一部改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＣが１つ以上）
Ｄ：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＤが１つ以上）
　※　Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

評価理由及び今後の対応

　当施設は女性保護を目的とした入所施設であり、施設利用者数による評価には馴染まない。
　利用者満足度（総合満足度）は、寮における共同生活ということもあり、8か年の平均で54.6％と高くない
が、職員の対応に対しては満足している入所者が増えている。また、施設運営に係る苦情や要望、事故等は
あるが、各々のケースに応じて、指定管理者において、適切な対応がなされている。
　現指定管理者は、施設の開設当初から管理運営を担っており、豊富な経験・ノウハウを生かして、入所者
の自主性を尊重した計画に基づく自立支援、心理療法担当職員による心理相談、退所者に対する支援等を適
切に実施し成果を上げており、指定管理者制度による管理は「有効」と考えられることから、今後も必要な
改善を加えながら、引き続き、指定管理者制度による管理運営を行う。

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

確認の視点

□指定管理業務の総合的な運営方針が
守られているか

□委託した業務は適切に実施されてい
るか

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

施設の維持管理

□施設の維持管理（保守管理業務、
清掃業務、保安警備業務等）が事業
計画どおり適切に実施されているこ
とを、月例報告書及び随時の現地調
査により確認している。

－

□当施設においても、入所者の自立
支援の一環として、地域と連携した
取組みを進めており、また、施設の
管理運営に係る業務は地域企業等に
委託している。しかしながら、当施
設は女性保護施設であり、地域と連
携して「魅力ある施設づくり」を進
めるような性格の施設ではない。

Ｂ

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収
集業務、保守点検業務、受付業務、警
備業務等）は事業計画どおり実施され
ているか

□地域人材の活用、地域との協力体制
の構築、ボランティア団体等の育成・
連携の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行ってい
るか

評価結果 評価区分
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リスト

ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

13,541 人

人

15,354 人 14,375 人

#VALUE! 人 #VALUE! 人

18年度 19年度

未設定 人

15,033 人

#VALUE!

20年度 21年度

未設定 人 未設定

２　施設の利用状況

設定方法：

※目標値の設定方法


人

人

人

目標値

対目標値増減数
※下段：増減率

評価結果

人

％

－

％

#VALUE!

(その他)

利用者数

施設の利用状況についての評価

□当施設は、女性保護を目的とした施設であり、施設の性格上、事業
の広報・ＰＲは実施しない。

□女性保護事業に専念しており、自主事業は実施していない。

□施設の性格上、「利用促進」に向けた取組みは行っていない。

確認の視点

□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか

□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか

□利用促進に向けた取組は適切か

未設定

14,841

％ ％

対目標値増減率

％

評価区分

入所施設等定員がある場合
Ａ：100％
Ｂ： 90％以上
Ｃ： 80％以上
Ｄ： 80％未満

利用者数と目標値を比較して（４か年平均）
Ａ：105％以上
Ｂ： 95％以上～105％未満
Ｃ： 85％以上～ 95％未満
Ｄ： 85％未満

22年度 23年度 24年度 25年度 ８か年平均

目標値

未設定 人 未設定 人 未設定 人 未設定 人 #VALUE! 人(その他)

人 12,904 人 10,238 人 10,945 人利用者数

対目標値増減数
※下段：増減率

#VALUE! 人 #VALUE! 人 #VALUE! 人 #VALUE! 人

％ ％ ％ ％

14,639
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％ ％ ％ ％

人 人 人 人

％ ％ ％ ％

人 人 人 人

※　複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

50.0

20 19

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

３　利用者満足度の状況

18年度

65.7

23

19年度

53.1

17

20年度

50.0

評価結果

Ｃ

評価区分

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か

□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

□調査は、基本協定に基づき、県と事業者とで協議して決定した方法
により、毎年度、適切に実施されている。

□調査により、施設の生活、食事、ルール、行事、職員の対応等に関
する入所者のニーズを把握し、支援会議等を通じて職員間での情報共
有を図り、サービス水準の向上に適切につなげている。
　なお、直近５年間の個別の設問への回答を見てみると、職員への相
談のしやすさ、職員が話を聞いてくれたことで気持ちや感情が落ち着
いた、といった項目で「はい」が40％台から60％台に伸びており、職
員の対応を評価する入所者が増えている。

21年度

22年度 23年度 24年度 25年度 ８か年平均

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

「満足」（５段階評価の場合、上位２段階）と答えた場合が（８か年平均）
Ａ： 80％以上
Ｂ： 60％以上～ 80％未満
Ｃ： 40％以上～ 60％未満
Ｄ： 40％未満　又はＡ～Ｃにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

19 19 14 12

50.0 59.4 60.9 50.0

54.6 ％
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事故・不祥事等の
概要と対応状況

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

平成20年5月 入所者１名が朝食のパンを喉
に詰まらせ窒息死した。

課長、寮長等がご遺族に経過を説明し、
対応。事後の再発防、他の入所者の動揺
を最小限にするためのメンタルケアの充
実を図った。

平成23年12月 施設敷地内において不審火が
あった。（発見後、直ちに鎮
火した。）

警察の現場検証の結果、いたずらによる
ものと推察。日頃から燃えやすいものを
放置しないことを確認した。

平成25年9月 職員が付き添っての散歩中、
段差のある歩道で転倒し、上
腕骨大結節を骨折した。

寮の看護師による応急措置の後、病院に
て治療。今後、職員による言葉がけ等、
より一層、安全に配慮する。

年月

平成21年4月

意見の内容

Ｃ

評価結果

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか

□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか

□苦情・要望等への対応は適切か

□第三者による苦情窓口、施設内への投書箱の設置等により、積極的
に苦情・要望等の把握に取り組んでいる。

□苦情・要望等については、支援会議での情報共有、さつき寮倫理要
綱に基づく反省会等により、適切に業務へ反映されている。

□寮長(苦情解決責任者)を中心に迅速かつ適切に対応している。

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか

□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か

□さつき寮安全対策マニュアルを策定し、未然防止のための研修、緊
急措置、連絡・報告、再発防止のための検証会議等の仕組みが構築さ
れている。
□寮長を中心として、緊急措置、警察等の関係機関への連絡等が迅速
かつ適切に行われている。

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

平成22年9月

平成25年4月

他の利用者から悪い噂を流さ
れている。自分の名誉を回復
したい。

Ａ：要望等を積極的に把握して改善を行う等、サービス向上を図った。
Ｂ：指定管理者に起因しない苦情・要望等があったが、適切に対応した（苦情・要望等が
ない場合も含む）。
Ｃ：指定管理者に起因する苦情・要望等があったが、適切に対応した。または、指定管理
者に起因しない苦情・要望等があり、適切に対応していない。
Ｄ：指定管理者に起因する苦情・要望等があり、適切に対応していない。

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

寮長(苦情解決責任者)と担当職員が利用
者と面接して、利用者の気持ちを聞くこ
とにより対応。職員へは普段のコミュニ
ケーションが大切である旨を寮長から指
導。

４　苦情・要望等への対応

職員の態度が冷たい。

体調が悪いのに職員が対応し
てくれない。職員の態度が不
満である。

寮長(苦情解決責任者)との面接を実施。
他の利用者との関わり方についてアドバ
イスを行った。また、施設内での利用者
マナーを記載したチラシを作成し、掲示
及び配付を行った。

苦情解決第三者委員にて苦情を受付。
事実確認を含め、複数の職員が本人の話
を聞き、できる限り対応した。

評価結果 評価区分

Ｃ

Ａ：事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。
Ｂ：軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合
も含む）。
Ｃ：事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発
生し、適切に対応していない。
Ｄ：事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。
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単位：千円

126,178

(144,712)

2,454

(0)

31,095

(0)

6.3%

収支計画比

(1,113,187)

指定管理料

983,220

(1,101,624)

利用料金

0

(0)

29,273

492,773

23年度

124,054

(144,424)

指定管理料 利用料金

支出
119,704

(144,712) (577,838)

内訳

指定管理料 利用料金 その他

117,274 0 7,034

(143,327) (0) (1,385) (139,199) (0) (1,385)

113,460

(140,584)

収入
(144,712)

21年度

121,774 0 2,280

22年度

128,632

(144,712)

指定管理料 利用料金 その他

126,305 0 2,327

126,864

(143,990)

5,503

(0)

支出

評価結果

Ｂ

132,367

(143,990)

指定管理料 利用料金 その他

126,696

収支差額
4,604

確認の視点 収支状況についての評価

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か

□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

□女性保護という業務の特性から、収入増加に向けて取り組むには馴
染まない施設である。

□光熱水費の節約等、施設利用者への働き掛けも含め、経費節減に向
けて適切に取り組んでいる。

６　収支状況

収支差額

評価区分

収支計画（支出額）と比較して
Ａ：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10％以上）。
Ｂ：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10％未満）。
Ｃ：計画と異なり、収支差額に10％以上20％未満のマイナスが生じている。
Ｄ：計画と異なり、収支差額に20％以上の大幅なマイナスが生じている。

その他

(143,990)

0

(0)

5,671

(0) (143,024) (0) (1,400)

120,027

(144,424)

4,027

(0)

24年度

124,308

累計

1,012,493

(0)

(11,563)

※(　)内は収支計画額。25年度は
速報値

(143,312) (0)

内訳

その他

123,322 0 3,078 125,060

収入

(1,400)

その他

18年度 19年度 20年度

収入
126,400 128,079 132,034

(126,158) (127,489) (141,118)

0 3,019 128,578 0 3,456

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

(0)

支出
124,747 123,774 126,644

(125,946) (125,613) (141,118)

収支差額
1,653 4,305 5,390

(212) (1,876) (0)

内訳

(123,134) (0) (3,024) (124,520) (0) (2,969) (141,118) (0)

3,159

(0)

25年度

116,619

(140,584)

指定管理料 利用料金 その他

114,211 0 2,408
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□管理運営にあたって適切な人員が配
置されているか
□人材育成や職員採用が適切に行われ
ているか

□指定管理業務の実施にあたって法令
違反等の行為はないか
□個人情報の取扱いは適切か

□環境への配慮は適切か

□障害者雇用の状況は適切か

コンプライアン
ス、社会貢献

人的な能力、執行
体制

項目別評価

Ｂ

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＡが２つ）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価がＡとＢ、またはＢが２つ）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

Ｂ

内容・評価理由

□施設の規模に応じて、支援員を中
心に適切な人員が配置されている。
□各種研修会への参加、スーパーバ
イザーによる助言等を通じて、支援
における総合性と専門性を持った人
材の育成が適切に行われている。ま
た、熱意と能力があり、入所者に愛
情を持って接することができる職員
を採用している。

□業務実施にあたり、法令違反等の
行為はない。
□施設の特性から個人情報の取扱い
には十分に注意を払っている。
□省エネやリサイクルの取組み等、
環境への配慮は適切である。
□障害者雇用はしていない。

評価結果 評価区分

Ｂ

確認の視点確認項目

７　業務遂行能力
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