
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

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

いちょうの木

 評価

B+

18

3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度） 定員 40人

（前年度）

42人

延248人

延157人

延24人

26人・送迎サービス 28人 送迎車3台、5ルートで実施。

・夏季開所 延60人 2日間のみの開所

・久喜市日中一時支援事業 延47人 地域個別支援会議を実施。

主な事業の
参加状況

事　　業　　名 参加者数 備　　考

基本事業 42人
個別支援計画及び事業計画に沿って
概ね達成した。

自主事業・土曜開所 延212人
新たに2名がサービスを利用するよう
になった。

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況
251日 253日

9,539人 9,812人

・送迎サービス 通 年

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
の支援を行っている。
・土曜開所等を実施し、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。

・夏季開所 8月10～14日 実質２日間のみの開所

・久喜市日中一時支援事業 通 年

自主事業

・土曜開所 原則月1回 10回実施

・相談援助支援（面談、家庭訪問,保護者会等） 通 年 事業計画通りに実施

・健康管理支援（健康診断、嘱託医訪問指導等） 通 年 事業計画通りに実施

通 年 個別支援計画に基づいて実施

・社会生活支援（作業活動、体験活動、地域交流等） 通 年 事業計画通りに実施

・余暇活動支援（季節行事、レクリエーション等） 通 年 事業計画通りに実施

事業運営〔有効性〕

障害福祉サービス事業（生活介護）
・基本事業（日常生活支援、社会生活支援、余暇活動支援、相談援助支援、健康管理支援）
・自主事業（土曜開所、夏季開所、久喜市日中一時支援事業、送迎サービス）

事業の実施状況

事　　業　　名 実施日 備　　考

基本事業

・日常生活支援（着脱衣、排泄、食事等）

久喜市いちょうの木

障がい者福祉課

社会福祉法人　啓和会

平成２４年　４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

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。
・土曜、夏季開所、日中一時支援事業や送迎サービス等、利用者家族にも配慮
した事業を行っており評価できる。

・特に苦情もなく、施設と利用者、保護者との良好な関係が伺える。
・アンケート等を通じて利用者、保護者の要望・意見の把握に努め、適正なサー
ビスの提供を実施している。毎日の朝会で利用者から意見要望を聞き取り、ま
た保護者とも積極的にコミュニケーションを図り、円滑な施設運営に努めてい
る。

毎日の朝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、本音で話せるような関係性の構築に努めた。出された意見要望については、相談しながら改善を進め、結果を報告し満足
度を確認するようにした。また、個別支援計画にも反映させサービスの検証をケース会議等で検討した。

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

11月

利用者・家族に、「サービス要望書」の協力を依頼。直接支援に関す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。

42名に配布し31名の回答。苦情は0件。概ね、現状のサービスに満足されているとの評価を頂い
た。個別の要望では、健康管理に関することとADLに関する要望が多くみられた。

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件 0件

主な苦情 対応内容

特になし 特になし
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5

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

自立支援給付費

特定費用

補助金事業

寄付金

受取利息配当金

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

管理費

事業費

事務費

その他の支出

拠点区分間繰入金

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、利用者の利用率等により決まる自立支援給付費と指定管理
料が占める。自立支援給付費は、28年度については利用者の区分の見直しが
あり、区分が上がった人がいたため収入増となった。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）

169 2,273 1,366

2,500 2,500 5,500

113,553 112,803 111,697

1,226 1,119 918

14,808 14,175 12,306

9,779 9,774 8,991

85,240 85,235 83,982

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

113,722 115,076 113,063

1,901 1,939 2,077

0 0 0

174 182 78

21 21 20

96,587 97,834 96,927

2,759 2,820 2,905

12,280 12,280 11,056

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

収支状況〔効率性〕
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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

○ 小河原井公園

○ いちょうの木

○ いちょうの木

○ 市 内

○ いちょうの木

 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することで、職員のスキ
ルアップを図っている。
・施設の維持管理については、職員による日常、定期点検の実施により設備の
不具合の早期発見に努め、施設でできる範囲の修繕については速やかに実施
している。
・地域の防災訓練に参加し、地域との交流も積極的に行っており、評価できる。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

新しい自主製品への取り組み 通 年
他事業所との共同作品を制作し
た。また、表現活動の取り組みを
始め、展覧会に展示された。

生活動作に関する介護方法等に
ついて支援の参考となっている。

歯科検診、ブラッシング指導 11月17日 利用者２１名、保護者７名の参加

送迎サービスの拡充 通 年
家族の高齢化に伴い、需要は高
まっている。

・消防設備の点検を年２回実施。（業者委託）
・年１回、全館のワックス清掃（業者委託）
・防犯対策（業者委託）
・ＩＴ及びコピー機器などの定期的な点検（業者委託）
・器具及び設備等の毎日の点検（職員）
・所内の消毒による衛生面の維持（職員：毎日、業者委託年１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

地元地区「73区自主防災会」の防災
訓練参加

11月26日
防災訓練終了後に「区民まつり」
に参加。地域住民との交流を深
めた。

作業療法士訪問指導 9月、 3月

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、日曜日、祝日、12月29日から1月3日（土曜日は原則月1回開所）

職員23名
　・施設長兼サービス管理責任者　1名
　・生活支援員　17名（正規職員10名、非正規職員7名）
　・看護師　1名（非正規職員週1日勤務）
　・管理栄養士　1名（非正規職員週2～3日勤務）
　・事務員　1名（非正規職員）
　・運転員　2名（非正規職員）
　※嘱託医（非常勤）　内科1名、精神科1名

毎月の定例会議（職員会議、活動班会議、給食会議）、法人研修6回（虐待防止、歯の健康、介
護援助技術、障害理解）等、事業所内部研修5回（虐待防止、内科嘱託医講話、障害理解（行動
障害、感覚障害）等の開催。外部研修参加9回（相談支援、通所事業所部会、改正社会福祉セミ
ナー、障害者差別解消法、実践発表会、関東地区大会等）。
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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

・「いちょうの木だより」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。
・防災対策等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
十分図られている。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・分煙の徹底化（施設内全面禁煙）を行っている。
・利用者の重度重症化に伴い、職員の介護負担軽減化を図ることも含め介護環境の整備に重点を置いた。（介護用品の
整備、バリアフリー化に向けて久喜市と協議）
・送迎サービスのニーズは高い。これまで送迎車２台で４ルートの対応を行ってきたが、利用希望者が増えたことや利用
家族の生活事情が変わってきたこと、日課に支障が出てきていることから３月に改めて説明会を開き、送迎車３台で５
ルートによる対応に変更した。
・利用者の表現活動の取り組みを始めた。埼玉県障害者アートネットワークに参加し男性１名の作品が埼玉県障害者
アート企画展に選ばれて埼玉県立近代美術館に展示された。

施設だよりを年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
た。久喜市各地区人権のつどいに利用者の作品展示として参加した。11月にいちょうの木まつりを開催して地元
のボランティアをはじめ、他事業所にも参加してもらい、地域との交流を通して理解促進を行った。また、運営や
支援方法、制度に関することなど他事業所と必要な情報交換を行いネットワークを構築した。

職員会議等で個人情報に対する理解と自覚、意識の徹底を図った。個人の情報に関する資料等については、書
庫室のキャビネットで管理。持ち出しは原則禁止として、必要があって持ち出す場合には施設長の判断によるも
のとし、その際は家族・本人の承諾を得ることとしている。また、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る。

・防災訓練を３回実施、内２回は消防署立ち合いで総合訓練とした。（竜巻、地震、火災想定）
・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、水害マニュアル、暴風雨対策マニュアル）
・緊急連絡網の整備
・職員不在時（休日、夜間、早朝等）のセキュリティを業者に委託。
・毎日の点検（火元、施錠、敷地内外の設備等の安全確認）
・年末年始などの長期閉所時には近隣の住民に有事の際の協力を依頼した。
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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

・利用者や保護者と良好な信頼関係を築くことを基本に事業運営を行っていること、地域の防災訓練に参加し
地域との連携を図っていることは評価できる。
・地域の行事や社会体験外出等を通し、利用者の社会活動の参加を支援する等、適切にサービスが提供さ
れている。
・土曜開所等を実施し、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。

・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。

・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。
・施設の運営業務、維持管理業務等、全般にわたり、適切に行っている。
・地域の行事や社会体験外出等を通し、利用者の社会活動の参加を支援する等、適切にサービスが提供さ
れている。
・防災設備等の点検等、緊急時への配慮が十分図られている。
・地元地区の自主防災会に加入し、地区の防災訓練に参加していることで地域との連携が図れている。
・職員の内部研修も多数開催され、職員間の資質向上に貢献している。
・施設の老朽化に伴う破損箇所や不具合箇所について、指定管理者が対応できる範囲の中で迅速かつ適切
に補修等を実施している。
【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42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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