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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 愛名やまゆり園

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、民間では対応困難な重度重複等の知的障害者を受け入れるとともに、医療的ケアが必要な利
用者に対応している。また、近隣の民間施設向け研修会の開催や講師派遣などの取組みを通じ、地域の拠点
施設としての機能を果たしている。
・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。

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

□地域への行事案内、体育館等の施
設開放、ボランティアの受入れ、高
校生等のワークキャンプなど、地域
との交流を継続的に実施。
□洗濯業務を周辺地域の障害者支援
施設に委託。

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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イ

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

1,320 人 1,320 人 1,320 人 1,320 人(利用者数)

設定方法：

1,284 人 1,299 人 1,289 人 1,230 人利用者数

対目標値増減数
※下段：増減率

△ 36 人 △ 21 人 △ 31 人 △ 90 人

97 ％ 99 ％ 98 ％ 93

1,320 人 1,200 人

％

22年度 23年度 24年度 25年度

人 1,061 人 1,161

８か年平均

目標値

1,320 人 1,320 人

1,207 人利用者数

1,305 人(利用者数)

1,138

△ 259 人 △ 159

人 1,195 人

人 △ 5 人 対目標値増減率

97 ％ 99 ％ 98 ％ 93 ％ 92.5 ％

※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

△ 182 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４回発行している他、ホームページへの掲載など幅広く
情報提供を図ることで施設の認知度、理解を高めるよう努めている。
□施設入所支援だけでなく、自主事業により在宅の障害者に対する支
援を行うなど、利用促進の取組みを行っている。
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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

□利用者の多くは障害程度が重いことから、５段階評価の回答は困
難。
□年間１０回開催しているオンブズマン相談会の機会をとおして、利
用者からの要望等を聞くように努めている。
□また、職員とオンブズマンとの意見交換をとおして、利用者の声を
間接的に聞くことで、支援への反映に努めている。
□さらに、オンブズマン相談会参加利用者を主として、気楽に話ので
きる場を設けた。これを利用者が主人公である自治会として位置づ
け、月１回の開催する機会を確保している。
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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

22年12月 近隣住民より敷地内の樹木か
らの落ち葉で、住宅の雨どい
が詰まってしまうとの訴え。

雨どいの落ち葉除去を業者に依頼し、費
用の一部を施設で負担。その後樹木の剪
定伐採を実施した。

24年度下半期 短期入所利用中に入浴を希望
したが入浴できなかったと本
人が訴えた、と後日家族より
連絡を受けた。

本人の体調が思わしくなく入浴を見合わ
せたが、その説明が本人にも家族にも不
十分であり、謝罪して了解を得た。

25年度上半期 原因不明のあざがよくできて
いるので見守りの徹底をして
ほしい、と通所利用者家族よ
り求められた。

原因と思われる本人の行動を説明し、見
守りを徹底しけがの防止に努めることを
伝え、了承を得た。

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。
□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11月 午前中、日中活動から帰寮
後、利用者の姿が寮内に見あ
たらず。換気中の居室より出
て行ってしまった模様。

警察署へ一時所在不明届を提出。
午後、隣市の宿泊施設より当該利用者ら
しき人がいるとの電話連絡が入り職員が
確認に行き、保護した。

21年12月 利用者が日中活動中の歩行
時、発作があり前方へ転倒。
その夜、就床誘導の際、右足
首全体の腫れを確認。

翌日通院し「脛骨下部、踵骨下部骨折」
との診断。その後、治療を継続し、完治
した。

25年9月 急に不穏になった利用者が防
火ガラスに突進して、左上腕
裂傷。

緊急搬送後、緊急手術実施。入院となっ
た。

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

□リスクマネジメント委員会を設置し、ひやりはっと報告の定期的な
集計と分析、対応策の検討を実施。また、近隣道路危険箇所のヒヤリ
マップを作成して、事故発生予防を心がけている。
□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
応するとともに、事故報告書の分析と検証を行い、組織的な事故防止
策の確立に努めている。
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単位：千円

６　収支状況

18年度 19年度 20年度

収入
831,240 831,680 986,140

(832,119) (826,721) (901,788)

8

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

420,799 390,629 19,812 422,729 386,644 22,307 424,415 551,029 10,696

(425,886) (369,932) (36,301) (422,729) (382,574) (21,418) (424,415) (474,092) (3,281)

支出
817,247 807,319 941,608

(832,119) (826,721) (901,788)

収支差額
13,993 24,361 44,532

(0) (0) (0)

21年度 22年度 23年度

収入
1,115,156 996,388 1,046,532

(1,110,693) (996,113) (1,044,594)

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

428,816 561,462 124,878 426,826 529,843 39,719 391,882 522,445 132,205

(428,816) (557,354) (124,523) (426,826) (529,387) (39,900) (391,882) (520,342) (132,370)

支出
1,109,267 948,528 1,014,377

(1,107,707) (972,491) (1,013,639)

収支差額
5,889 47,860 32,155

(2,986) (23,622) (30,955)

24年度 25年度 累計

収入
944,347 1,192,377 7,943,860

(989,021) (1,195,473) (7,896,522)

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

329,323 554,259 60,765 329,910 613,241 249,226 3,174,700 4,109,552 659,608

(425,204) (559,151) (4,666) (329,910) (608,554) (257,009) (3,275,668) (4,001,386) (619,468)

支出
890,109 1,343,920 7,872,375

(905,858) (920,212) (7,480,535)

収支差額
54,238 △ 151,543 71,485

(83,163) (275,261) (415,987)

※(　)内は収支計画額。25年度は
速報値

収支計画比

0.9%

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

□安定的に利用者を確保することにより収入を確保しつつ、人件費等
の抑制による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。
□３名の障害者雇用及び近隣社会福
祉施設への洗濯業務委託を実施。

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、施設見学な
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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