
（ ）

～ ～

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

津久井やまゆり園

社会福祉法人かながわ共同会

障害サービス課

H17.4.1 H27.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H17 H24

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

Ｂ

内容・評価理由

□適正な人員配置による支援等、適
切に業務を行っている。
□業務委託実績報告書及び随時の現
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

　これまでの管理運営状況については、運営管理等事業計画どおり適切に行われており、利用者数について
も指定管理期間を通じて大きな増減がなく、高い利用率を維持していることからＢ評価となった。
　指定管理者制度の導入における有効性については、県直営時の職員数の水準が維持され、サービスの質を
落とすことなく人件費の抑制が図られている。また、地域生活移行に向けた取り組みや地域交流活動等、地
域の拠点としての取り組みも着実に行われている。
　以上から、指定管理制度による管理運営は有効と考えられるため、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

□給食・清掃等維持管理業務は、事
業計画どおり実施されていることを
随時の現地調査により確認してい
る。

Ｂ

□地元自治会とは良好な関係が築か
れており、交流事業を通じて相互の
理解を深めている。また、ボラン
ティア団体は８団体、個人では30名
の登録があり、行事等での活動等、
積極的に連携を行っている。

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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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

1,732 人

人

1,739 人 1,762 人

△ 97 人 △ 50 人

17年度 18年度

1,800 人

1,768 人

△ 137

19年度 20年度

1,800 人 1,800

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

98 ％

Ｂ

％

△ 105

99

(定員)

利用者数

施設の利用状況についての評価

□機関紙を年４回発行しており、利用者の暮らしや園の運営、支援内
容など幅広い情報を家族、ボランティア、地域、関係機関等へ配布す
ることで、園に対する理解を深めるＰＲが効果的に実施されている。
□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、利用促進に向けた取組みが適切に行われている。

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

1,800

1,774

97 ％ 98 ％

対目標値増減率

96.2 ％

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

21年度 22年度 23年度 24年度 ８か年平均

目標値

1,800 人 1,800 人 1,800 人 1,800 人 1,800 人(定員)

人 1,663 人 1,703 人 1,750 人利用者数

対目標値増減数
※下段：増減率

△ 26 人 △ 32 人 △ 61 人 △ 38 人

99 ％ 98 ％ 97 ％ 98 ％

1,695



％ ％ ％ ％

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

0 0

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

17年度

0

18年度

0

19年度

評価結果

－

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

□第三者委員による相談窓口を月１回の家族会に合わせて開設し、利
用者や家族から要望等を受け付けている。
□要望等については、速やかに対応することでサービスの向上に努め
ている。
□上記のとおり、利用者から要望等を聴取しサービス向上に努めてい
るが、５段階評価については、利用者の多くが重度の知的障害者であ
り、特定の質問項目を設けることは困難なため実施していない。

20年度

21年度 22年度 23年度 24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（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

0 0 0 0

％



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８月 朝食時、箸の先端のわずかな
一部分を噛み誤飲した。

通院し、内視鏡にて箸を取り出す。経過
観察のため、入院させる。

平成24年３月 リビングのマットに足を滑ら
せて転倒し左肩下上腕骨を骨
折する。

安全確保のため、滑り止めの設置や敷き
方について定期的に点検を行うこととし
た。

年月

平成20年

意見の内容

Ｂ

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

□園長を苦情解決責任者として、苦情や要望、相談を受け付ける体制
を構築している。また、第三者委員による相談日を設けることによ
り、相談しやすい環境を整えるなど、適切に取り組んでいる。
□要望・苦情については、真摯に受け止め、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、必要に応じて会議等により職員
全体に周知を行い情報の共有化を行うなど適切である。

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

□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
分析や対応策の検討、公表。また、事故報告書の分析と具体対応策を
立案、周知を行い、組織的に事故防止策の確立に努めており、適切に
対応している。
□施設内において、日常的リスクの把握と対応策のマニュアル化が行
われており、適切に対応している。

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20年

平成21年

保護者から子どもの背中の
引っ掻き傷について苦情が
あった。

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

管理宿直員室に夜間窓口を設置した。

４　苦情・要望等への対応

夜間帰宅の際、夜間窓口がな
いとの苦情があった。

家族から園内において虐待が
あるのではないかとの指摘が
あった。

支援等で生じた傷ではないことが判明し
たため保護者には丁寧に説明を行い、了
解を得た。

園長を交えて話し合いを行い、誤解で
あったことが確認された。

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。



単位：千円

1,354,852

(1,293,955)

77,496

(43,452)

622,834

(136,615)

12.4%

収支計画比

(9,873,817)

指定管理料

4,974,736

(4,979,651)

利用料金

4,761,968

(4,734,526)

263,637

5,027,860

22年度

1,340,149

(1,339,732)

指定管理料 利用料金

支出
1,343,993

(1,355,987) (5,011,985)

内訳

指定管理料 利用料金 その他

602,867 737,098 64,281

(602,867) (729,600) (59,201) (461,351) (754,015) (16,718)

1,123,275

(1,131,150)

収入
(1,391,668)

20年度

604,471 701,472 34,206

21年度

1,432,348

(1,337,407)

指定管理料 利用料金 その他

603,389 719,189 109,770

1,056,672

(1,063,595)

26,355

(0)

支出

評価結果

Ａ

1,083,027

(1,063,595)

指定管理料 利用料金 その他

598,453

収支差額
60,253

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

□人件費の抑制により経費の節減を行うとともに、職員の適正配置や
職員向けの専門研修等を充実させることにより、サービスの向上に努
めており適切である。
□現在、平成17年度から平成23年度の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、精算の方向
で指定管理者と調整を行っている。

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

(598,453)

466,002

(454,588)

18,572

(10,554) (604,471) (703,720) (31,541)

1,272,343

(1,298,448)

67,806

(41,284)

23年度

1,404,246

累計

10,000,341

(35,681)

(159,640)

※(　)内は収支計画額。24年度は
速報値

(603,389) (713,630)

内訳

その他

796,222 471,181 3,700 694,712

収入

(20,388)

その他

17年度 18年度 19年度

収入
1,271,103 1,157,457 1,079,241

(1,273,939) (1,159,593) (1,075,799)

453,278 9,467 613,271 459,177 6,793

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

(6,634)

支出
1,164,270 1,063,179 998,923

(1,169,687) (1,066,570) (1,011,519)

収支差額
106,833 94,278 80,318

(104,252) (93,023) (64,280)

内訳

(797,754) (471,119) (5,066) (697,409) (452,646) (9,538) (613,957) (455,208)

109,495

(100,934)

24年度

1,232,770

(1,232,084)

指定管理料 利用料金 その他

461,351 754,571 16,848



□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

□人員については、県が指定した人
員配置に基づき採用を行っており、
適切な人員配置がなされている。
□人材育成については、階層別研修
や専門的研修等を行い職員のスキル
アップの支援を行っている。

□虐待防止法に向けた取組みを研修
テーマにするなど、人権擁護の理解
促進に向けた取組みを行っている。
□個人情報については、規程を定め
適切に行っている。
□５名の障害者雇用を行っている。

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


