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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

H18 年度

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 秦野精華園

指 定 管 理 者 名 社会福祉法人かながわ共同会

施設所管課（事務所） 障害サービス課

H25 年度

評価 評価基準

Ｂ
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。

指 定 期 間 H18.4.1 H28.3.31 評価期間

評価理由及び今後の対応

・これまでの管理運営状況については、事業計画に沿って適切に行われており、利用者数についても平均９
割超の利用率となっていることから、Ｂ評価とした。
・具体的には、有期限（６年）の利用での社会的自立をめざした中軽度の知的障害者を受け入れ、就労支援
に取り組み、成果をあげてきた。また、施設入所者の地域生活移行や短期入所などの地域生活支援、さらに
は触法障害者への支援にも積極的に取り組んできた。
・以上から、指定管理者制度による管理運営は有効と考えられるため、引続き指定管理者制度による管理運
営を行う。
・なお、障害者自立支援法施行以降、障害者の就労支援に係る各種施策が拡充されてきており、中軽度の知
的障害者の就労支援については民間事業所においても取り組まれていることから、今後、県立施設として運
営する必要性を見直し、民間法人への移譲に向けた検討を進めていく。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

□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

Ｂ
□県立障害福祉施設としての役割を
果たすため、適切な運営方針に基づ
いて業務が行われている。
□各種の委託業務についても適切に
実施されている。

施設の維持管理

□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

Ｂ
□施設の維持管理については、計画
どおり実施されている。施設の修繕
等についても、県との役割分担のも
とで、適切に実施されている。

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□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

Ｂ

□地域住民、ボランティアの参加の
もとに園の各種行事を行うなど、地
域との交流を深めている。
□設備の保守管理などの維持管理業
務を周辺地域の企業に委託してい
る。

評価結果 評価区分

Ｂ
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。
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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

２　施設の利用状況

18年度 19年度 20年度 21年度

目標値

1,848 人 1,848 人 1,920 人 1,920 人リスト

設定方法：

1,741 人 1,726 人 1,738 人 1,785 人利用者数

対目標値増減数
※下段：増減率

△ 107 人 △ 122 人 △ 182 人 △ 135 人

94 ％ 93 ％ 91 ％ 93

1,920 人 1,920 人

％

22年度 23年度 24年度 25年度

人 1,784 人 1,705

８か年平均

目標値

1,920 人 1,920 人

1,744 人利用者数

1,902 人リスト

1,806

△ 136 人 △ 215

人 1,665 人

人 △ 255 人 対目標値増減率

94 ％ 93 ％ 91 ％ 93 ％ 91.7 ％

※目標値の設定方法


評価結果 評価区分

対目標値増減数
※下段：増減率

△ 114 人

Ｂ
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

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

確認の視点 施設の利用状況についての評価

□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

□機関紙を年６回発行しているほか、ホームページへの掲載など幅広
く情報提供を図ることにより施設の認知度、地域の理解を高めるよう
努めている。
□障害者の地域生活移行や地域生活支援に資する事業を積極的に展開
するとともに、地域の自立支援協議会に参画し、地域連携を深めてき
た。
□施設入所支援だけでなく、就労支援においても先駆的な取組みを行
うとともに、特別支援学校等の関係機関とも密接な連携を図り、支援
を必要とする障害者の利用促進を図ってきた。
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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

３　利用者満足度の状況

18年度 19年度 20年度 21年度

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 0 0 0 0

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

％

0 0 0 0

評価結果 評価区分

－
「満足」（５段階評価の場合、上位２段階）と答えた場合が（４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

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

□施設を利用する知的障害者の障害特性から、利用者満足度調査とい
う形式での調査は困難であるため、毎月１回開催している利用者自治
会で利用者の要望を聞き取り、そのつど対応に努めるとともに、別
途、独自のアンケートを実施し、利用者の意見を聞くようにしてき
た。
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４　苦情・要望等への対応

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

年月 意見の内容 対応状況

21年度下半期 （利用者の家族（親）からの
苦情）自分の子どもの発作に
ついて別の利用者が職員から
情報を得たと聞いた。個人情
報の管理に気をつけてほし
い。

対応した職員がその場で謝罪。後に、職
員ではなく利用者同士のやりとりで得ら
れた情報とわかり、職員から別の利用者
に対し、今後は個人情報を話題にしない
よう、ていねいに話をした。

22年度上半期 日中活動の時間にトイレにこ
だわる利用者に対する職員の
制止方法について疑問があ
る。

当該職員への聞き取り面接を実施した。
その後、支援方法等について、面接指導
を２回実施した。

22年度下半期 自室の私物を他の利用者によ
り持ち出された。

専用の施錠ボックスを購入してもらい対
応。併せて、整理整とんを支援。

評価結果 評価区分

Ｂ

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。

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

□園長を苦情解決責任者として、積極的に苦情、要望、相談を受ける
体制を整備するとともに、投書箱を設置して、利用者や家族が意見等
を発信しやすい環境設定に努めている。
□園の職員だけでなく、第三者委員による面談の機会を確保し、外部
の公正な者に相談できるしくみも整えている。
□苦情・要望等については、真摯に受けとめ、速やかに解決を図ると
ともに、事例のフィードバックを行い、職員全体で共有化するよう努
めている。

５　事故・不祥事等への対応

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

20年9月 入所利用者が18時ごろ所在不
明となった。その後、本人か
ら連絡があり、保護された。

警察への捜索願い、位置検索システムの
活用、以前所在不明時に発見されたア
パートへの訪問等により対応した。

20年11月 入所利用者が１３時頃所在不
明となった。翌日２時警察署
に保護された。

警察へ捜索願いを提出。

25年4月 朝、入所利用者が園内の作業
場へ移動中に所在不明となっ
た。午後に湯河原町の親族宅
にいるとの連絡を受けた

再発防止策等について、課会議や園内リ
スク委員会で検討した。また、支援方法
を再度確認し、職員同士の連携強化に取
り組んだ。

評価結果 評価区分

Ｂ

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。

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

□月１回、リスクマネジメントプロジェクトを開催し、ひやりはっと
報告の集計と分析、対応策の検討を実施。また、ポスターの作成や講
習会の開催により事故発生予防に努めている。
□事故・不祥事等の発生時には、直ちに園長等に報告し、組織的に対
応している。
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単位：千円

６　収支状況

18年度 19年度 20年度

収入
722,301 797,927 736,296

(750,617) (762,552) (669,212)

内訳

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 その他

196,485 455,638 70,178 200,208 436,544 161,175 198,951 408,449 128,896

(227,971) (426,342) (96,304) (200,207) (419,328) (143,017) (198,951) (382,076) (88,185)

支出
704,835 776,516 710,643

(750,617) (762,522) (669,203)

収支差額
17,466 21,411 25,653

(0) (30) (9)

21年度 22年度 23年度

収入
691,354 710,477 787,123

(625,474) (724,197) (768,629)

内訳

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 その他

203,867 456,619 30,868 204,142 472,666 33,669 202,733 463,200 121,190

(203,867) (394,193) (27,414) (204,142) (465,377) (54,678) (202,733) (463,898) (101,998)

支出
661,314 677,885 751,643

(625,474) (701,489) (758,046)

収支差額
30,040 32,592 35,480

(0) (22,708) (10,583)

24年度 25年度 累計

収入
790,007 828,017 6,063,502

(768,629) (751,646) (5,820,956)

内訳

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 その他

198,244 480,017 111,746 199,683 498,088 130,246 1,604,313 3,671,221 787,968

(202,733) (463,898) (101,998) (199,683) (477,337) (74,626) (1,640,287) (3,492,449) (688,220)

支出
725,744 990,175 5,998,755

(758,046) (746,474) (5,771,871)

収支差額
64,263 △ 162,158 64,747

(10,583) (5,172) (49,085)

※(　)内は収支計画額。25年度は
速報値

収支計画比

1.1%

評価結果 評価区分

Ｂ
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。

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

□就労移行支援事業では、事業の目的である利用者の一般就労が実現
すると、次の利用者が決まるまで欠員となり、一時的に収入減になっ
てしまうという事業運営上の難しさがあるが、一般就労をめざす地域
の障害者のニーズに応えるため、利用者の確保を図りつつ、人件費等
の経費の節減に努めてきた。
□指定管理料の一部に障害者自立支援法に基づく介護給付費等との重
複が認められたため、対象額については平成25年度に精算を行った
（上記の表の平成25年度に精算額を反映済み）。
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内容・評価理由

Ｂ
□法令違反等の行為はない。
□法人として規程を定めて、個人情
報保護に努めている。
□環境への配慮を適切に実施。
□２名の障害者を雇用している。

７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点 項目別評価

評価結果 評価区分

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。

人的な能力、執行
体制

□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

Ｂ

□県が示した人員配置を満たす職員
体制による運営が行われている。

□各種研修会への参加などを通して
職員の資質の向上を図るとともに、
適切な職員採用に努めている。

コンプライアン
ス、社会貢献

□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
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