
施 　 設　　名

施設所管課

1 指定管理者

団  　体 　 名

指　定　期　間

2

指定管理者の
行う事業内容

実施場所

各イベント会場

久喜けいわ

あゆみの郷

あゆみの郷

福祉センター、
公民館 他

 評価

B+

18

3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

（前年度）

29人

27人

26人

28人

28人避難訓練（①8/31,②2/1,③3/8）
①31人②30人
③31人

火災想定2回、風水害想定1回

（ 家 族 合 同 ） ２６人
家族10人、ボランティア2人
職員10人

久喜市歯科医師会による歯科検診及びブラッシング指導 ２９人 歯科医師２名、衛生士５名

主な事業の
参加状況

事　　業　　名 参加者数 備　　考

あゆみの郷まつり ２９人 来場者200人超、ボランティア65名

日帰り旅行（グループ外出） ２８人

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況
２５５日 ２５６日

７３２３人 ６９９３人

クラブ活動の実施 随時 書道、茶道、調理実習、絵手紙

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・日常生活や社会生活支援の他、余暇活動の充実など、様々な面から障がい者
への支援を行っている。
・土曜開所等実施し、家族への休日の負担軽減を図る等、利用者ニーズに沿っ
た事業運営を行っている。

あゆみの郷まつり 11月19日 第４回の開催

土曜開所とお盆期間中の開所 月1回、お盆期間 利用者数の増加

8月・11月 盆踊り大会・けいわまつり

日帰り旅行の実施（グループ外出） 5，6，9，12月 ①ﾚｲｸﾀｳﾝ②ｷｭｰﾋﾟｰ③NHK④品川水族館

　〃　  （家 族 合 同） ３月 群馬県たくみの里（沼田）そば打ち体験他

事業運営〔有効性〕

1．基本事業に沿った事業
ア 日常生活に関する支援、イ　健康管理に関する支援
2．生活介護事業
ア 日常生活支援、イ　作業活動支援、ウ　余暇支援
3．就労継続支援Ｂ型事業
ア 社会生活支援、イ　企業実習、ウ　作業活動支援
4．地域交流事業
ア あゆみの郷まつりの開催、イ　地域行事への参加、ウ　地域サークルと合同の活動
5．自主事業
ア 施設便りの発行、イ　日中一時支援の受入、ウ　月1回の土曜開所、エ　送迎サービスの実施

事業の実施状況

事　　業　　名 実施日 備　　考

地域行事への参加 随時 10箇所のイベントに参加

法人行事への参加

久喜市あゆみの郷

障がい者福祉課

社会福祉法人　啓和会

平成２４年　８月　１日　～　平成２９年　３月３１日　（５年目）

指定管理者の管理運営に関する評価シート(一次・二次評価用）

（評価対象期間：平成２８年４月～平成２９年３月）
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 評価

B+

13

4

苦情件数 （前年度）

実施有無 有 実施日 無

実施内容

実施結果

利用者満足度向上
への取組み

 評価

A

20

・利用者のニーズに沿った事業を積極的に実施している。
・グループ外出等を通し、利用者の社会活動の参加を支援する等、適切なサー
ビスが提供されている。

・苦情を発生させないよう、施設と利用者、保護者との良好な関係を築いたこと
が伺える。
・普段から利用者や保護者の方との積極的なコミュニケーションを心掛け、意
見・要望の把握に努めている。利用者、保護者との良好な関係性を構築してい
ることが、高い満足度へとつながっている。

毎日の朝会夕会の場で利用者からの意見要望を聞き取る時間をつくっている。また、保護者とは積
極的なコミュニケーションを心掛け、何でも言い合えるような関係性の構築に努めている。出された
意見要望については、相談しながら改善を進め、結果を報告し納得を頂くようにした。また、利用者
については、個別支援計画に反映させサービスの検証をケース会議等で検討した。利用者自治会
から出た意見を検討して実現可能なものは来年度に実施していくようにしました。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

アンケート調査
の実施状況

平成29年3月

利用者家族に、サービス要望書の協力。直接支援に関わることや建物を含めた環境
面、施設の運営全般に関することの意見や要望などの聞き取りを行った。

33名中、20名の回答（特に意見は無いとのことで提出のない人が数名）。苦情となる旨の回答はな
く、概ね満足しているとの評価を頂いた。頂いた意見は健康管理、ADLなどの意見要望が多かっ
た。支援上の意見もあったが、家族とよく話し合うことでより良い信頼関係が築くことが出来るように
なった。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

利用者満足度〔有効性〕

苦情対応実績

0 0

主な苦情 対応内容

無し
苦情に発展しないように、意見や要望を積極的に聞
き取り、利用者、保護者と相談・確認しながら、出来
る範囲で要望に応じ質の充実と向上に努力した。
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(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

自立支援給付費収入

利用者負担金収入

就労支援事業収入

寄付金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

人件費

事業費

事務費

就労支援事業費支出

拠点区分間繰越金支出

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額

 評価

A

10

・収入については、利用者の利用率により決まる自立支援給付費と指定管理料
が占める。利用率の向上により収入増となっており、安定した収益によって事業
運営ができていることは評価できる。
・支出については、経費節約を念頭に管理運営を行っている。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

70,082 70,043 64,105

85 985 473

2,916 2,915 2,359

4,500 4,500 3,000

4,468 4,458 3,916

5,173 5,154 4,444

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

53,025 53,016 50,386

1,275 1,387 1,399

70,167 71,028 64,578

110 112 100

0 0 1

258 261 259

2,769 2,911 2,359

11,492 11,492 10,839

54,263 54,865 49,621

収支状況〔効率性〕

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考
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6 管理運営〔適正性〕

開館時間

休 館 日

管理体制

職員研修

施設の維持
管理業務

進捗状況 実施場所

〇 あゆみの郷

〇 あゆみの郷

〇 あゆみの郷

〇 あゆみの郷

〇 あゆみの郷

〇 各企業等

 評価

B+

18

・職員研修を多数実施し外部の研修にも積極的に参加し、職員のスキルアップ
を図っている。これらの研修を基に、施設の運営業務、施設の維持管理業務に
ついて職員間で共有し適正に行われている。
・日中一時支援事業を実施し、利用者外の方の受入れも行い、希望者へ活動の
場を提供した。
・送迎サービスの実施により、自主通所が難しい利用者へのサービス向上につ
ながっている。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

部活動の充実 随  時
登山部、ちくちくクラブ（手芸
部）を開始（他、鉄道研究部）

就職者へのフォローアップとリワーク
支援

随  時
職場復帰を目指す人を受け入
れて支援を行った

手編みマスコット・ワークショッ
プの開催、スクールグッツ

送迎サービスの実施 開所日 3コース実施。17名が利用

就労に向けた現実的な取り組み ７ 月 就職前の実習にチャレンジ

1 消防設備の点検を年２回実施。（業者委託）
2 防犯対策（業者委託）
3 コピーなどの定期的な点検（業者委託）
4 PCのセキュリティ強化（法人情報機器専任担当者等）
5 器具及び設備などの毎日の点検（職員）
6 毎日の所内の消毒による衛生面の維持
7 業者委託による全館清掃（床はワックス）（前後期 ２回）

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

企画提案内容 実施日 備　　考

日中一時支援事業の実施 月～土 開所
水、土実施を月～土に実施に
する

新しい自主製品への取り組み 随  時

施設の
運営業務

利用時間：午前9時から午後4時（家庭の事情により延長サービス実施）

土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3
日までの年末年始（月１回土曜開所）

施 設 長　　１名
看 護 師　　１名
サービス管理責任者　１名
事 務 員　　１名
嘱託医　　  １名

＜生活介護支援担当＞
生 活 支 援 員　　　　　６名
＜就労継続支援Ｂ型担当＞
主任生活支援員　　　　１名
職業指導員　　　　　　　１名
目標工賃達成指導員　１名

1 事業所内研修
2 法人研修
3 外部研修

朝夕毎日の打ち合わせ、職員会議の場でのケース検討等
新任職員研修、介護研修、虐待防止研修会等
施設見学会、事業継続（BCP）研修、サービス管理責任者研修、
嚥下リハビリ研修

4



7 その他〔適正性〕

情報提供・広報活
動の実施状況

個人情報保護に
関する取組み

防災対策等、
緊急時への対応

 評価

B+

13

8 特記事項

・「あゆみだより」の発行や各種催しでの施設紹介等、積極的に広報活動に取り
組んでいる。
・個人情報保護については職員間での共有が図られ適正に遵守されている。
・防災対策については、自主点検を行い、安全性への配慮を行うとともに、消防
訓練の実施およびマニュアルにより職員の共通理解が図られ緊急時の対応も
充分なされている。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

１．日中一時支援の受け入れを実施。今年度、利用者のニーズにおいて水、土の利用日から月～土曜日に枠を広げまし
た。
２．他法人事業所と個別支援会議などを協働で実施した結果、ネットワークによる支援を行うことができました。
３．事業所前の空き地を借用して、空き缶収集場や野菜等の無人販売所、掲示板などを設置しました。地域の人達にあ
ゆみの郷の活動等を知ってもらう事ができました。空き缶の回収は多くの人に持ってきてもらうことができました。
４．今年度は、延べ614名（前年408名）のボランティアの協力を得られました。多くの人はこれまで障がい福祉にかかわり
がない人で公民館活動での知り合いを通じて口コミで広がった人たちです。多くの人があゆみの郷に行ってボランティア
をすることが楽しいと言っていただいています。利用者もボランティアとの関わりを楽しみにしています。このことから今年
度、「ボランティアさん感謝の会」を開催して日頃の感謝を伝えるとともにさらなる友好関係を築くことができました。
５．家族だけでは通院が困難な人については、家族の承諾のうえ、職員が同行し受診できるようにサポートしました。
６．送迎サービスを実施しています。17名の希望者を3ルートで対応しました。家族の高齢化も相まって送迎希望者が増
えていたので、1台の車両を4人乗りから７人乗りに変更して対応しました。送迎サービスは助かるとの意見が聞かれてい
ます。

1 施設便りを年４回発行。関係各所に配布、設置し活動の様子などについて地域に広く知ってもらう
ように努めました。また、新たにあゆみの郷周辺の自治会の各戸に配布をしました。その結果、あゆ
みの郷まつりに例年以上に周辺住民の参加、アルミ缶の地域住民からの回収率が上がりました。
2 地域の行事にも積極的に参加し利用者作品などの展示販売を行いました。
3 運営や支援方法、または制度に関することについて、他事業所と必要な情報交換を行い質の向
上を目指しました。

1 職員会議等で個人情報に対する理解と自覚、意識の徹底を図りました。
2 個人の情報に関する資料については、キャビネットに保管。持ち出しは原則禁止とし、必要があっ
て持ち出す場合には施設長の判断によることにし、家族、利用者の承諾を得ることとしています。ま
た、使用時以外は保管場所の施錠を徹底しました。
3 職員採用時には、久喜市及び法人の「個人情報保護に関する誓約書」について説明し署名しても
らっています。

1 年3回、消防署立ち会いで総合避難訓練を実施。前年の避難訓練に加えて風水害を想定した避
難訓練を実施しました。
2 マニュアルの整備（リスク管理マニュアル、防災マニュアル、障害者施設災害マニュアル）
3 緊急連絡網の整備としてメーリングリストを家族の同意を取って作成、テスト送信を実施しました。
4 保護者会と協力して平成30年度までに非常用発電機を購入予定で計画しています。
5 防犯対策として「株式会社セコム」にセキュリティを委託しました。
6 毎日の点検を実施しています。（火元、施錠、敷地内外の設備等の確認）
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9 総合評価

指定管理者のかかわり（施設所管課にて記載する）

施設所管課の判断理由

公の施設管理運営検討委員の判断理由
・施設の設置目的を理解し、利用者や保護者のニーズに合った取り組みを行っている。また、施設の運営業
務や維持管理業務において、全般的に適切に業務が行われている。
・利用者や保護者から需要のある送迎サービスに積極的に取り組み、多数の地域ボランティアからの協力を
得ていることから、ニーズに的確な対応を図っていることや良好な地域との関係が築かれていることがうかが
える。
・日中一時支援が拡充されており、また、風水害を想定した訓練が行われるなど、積極的な事業の取組がうか
がえる。
・空き缶収集場や野菜等の無人販売所などを設置し、地域の人達にあゆみの郷の活動等を知ってもらう事が
できている。

・施設の管理運営に係る情報を共有するため、随時連絡を取り合い、施設の状況把握を行っている。
・施設（機器、備品等を含む）の不具合に伴う改善については、定期的に意見交換を行い、指定管理者が対応
できる範囲の中で実施している。
【指定期間の総括】
　当該指定管理者は、期間を通して、障がい者福祉課との連絡を適宜行い、適正な管理運営を行った。

・生活介護と就労継続支援B型の2つのサービスを提供する施設として、それぞれの利用者が利用しやすい環
境づくりが行われており、利用者及び保護者からのアンケートからも円滑な施設運営を行っていることが伺え
る。利用者及び保護者からのニーズに的確に応え、積極的に事業運営に取り組んでおり、評価できる。
・施設外就労等を積極的に取り入れ、利用者の就労に対する意識向上に貢献している。
・２８年度は日中一時支援の受け入れ曜日を広げ、また利用者関係者に需要のある送迎サービスの向上が
あったことについて評価できる。
・施設の運営業務、施設の維持管理業務全般にわたり、適切に行われている。
・防災設備等の点検等、緊急時への配慮が十分なされている。
・施設で栽培した野菜等を施設が設置した無人販売所で販売しているが、近隣住民の方から好評をいただい
ている。また施設の運営に多数の地域ボランティアの方から協力をいただいており、地域との関わりも良好で
あると伺える。
【指定期間の総括】
　当該指定管理者は、運営開始後もこれまでのサービス水準を維持し、様々な事業を展開し取り入れるなど、
サービス向上に努めてきた。(H29.3.31現在利用者数：生活介護17名、就労継続B型16名)
　このようなことから、指定管理者導入による効果的な運営が実現できたと考える。

公の施設管理運営
検討委員会の評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
 Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

評価

Ａ

施設所管課の一次評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
 Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

評価 総合得点

A(85点以上95点未満) 92
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