
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

実施日 実施場所

毎　日 偕楽荘

随　時 偕楽荘

毎日 偕楽荘

随時 偕楽荘

毎日 偕楽荘

毎日 偕楽荘

毎日 偕楽荘

隔月 法人内

　久喜市偕楽荘

　介護福祉課

　社会福祉法人　久喜同仁会

　平成２７年４月１日　～　平成３２年３月３１日　(２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）

事業運営〔有効性〕

基本事業：老人福祉法、久喜市養護老人ホーム設置および管理条例等を遵守した入所者の生活支援
　　 一時的に家庭で養護できない在宅高齢者のショートステイ事業

自主事業：個別支援の実践・リスクに対する予防・食生活の充実・日常動作の維持、向上
入所者の健康管理・権利擁護と人権の尊重

事業の実施状況

事　業　名 備　　考

（基本事業）入所者の生活支援 入所者月平均　４４．９人

（基本事業）ショートステイ事業 年間延べ利用者数　６３人

（自主事業）個別支援の実践

個別支援計画書に沿った支援
の実践。6ヶ月に1回の支援計画
の見直しを基本に状況変化時に
は随時会議（年８５回）を開催。
必要な方には介護保険サービス
の説明を行い利用を勧めた。

（自主事業）リスクに対する予防

法人内、施設内の苦情や事故
の内容等は朝礼等で周知するこ
とで全職員で共有し、再発防止
に努めた。

（自主事業）食生活の充実
 (毎月の食の検討会と

　２ヶ月に１度、利用者との食の意見交換会の開催)

５月から給食委託業者を変更
し、食品数を4品から5品に増や
した。また、管理栄養士が食事
制限のある利用者の通院に定
期的に付き添い、医師の指示を
直接聞き栄養マネジメントに役
立てることにより、制限がある方
のメニューもマンネリ化すること
なく提供することができた。

（自主事業）日常動作の維持、向上

週５日の朝の集い時の体操や
天気の良いときは外の散歩を促
した。また、施設の備品や介護
保険サービスの福祉用具貸与を
利用することで、日常生活の維
持、向上に努めた。生活の活性
化も目的に本人・家族の意向を
伺いながらデイサービス、デイケ
アの利用を勧めた。

（自主事業）入所者の健康管理

毎月の嘱託医回診（年2回は嘱
託医の講話）と年2回の健康診
断を実施。通院介助（年間延べ
467名）、入院手続等での病院へ
の情報提供を行った。

（自主事業）権利擁護と人権の尊重
　(第三者委員を交えた苦情解決委員会、　身体拘束廃止
委員会の開催)

おおむね2ヶ月に1回開催。内容
は施設内でも共有し、普段の業
務や職員の言動や態度の接遇
を見つめ直す機会とした。
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評価

B+

18

3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

参加者数 （前年度）

４６７人 ５９５人

２８件 ３３件

１５３回 ６４回

９０件 ８０件

２，２４６人 ２，３６４人

施設所管課
の一次評価

（A、B＋、B、C
＋

C、C－、D＋、
D、
E）

・個別支援の実践における随時会議では、しっかりとアセスメントを行い、
職員間での情報共有を徹底している。
・食生活の充実については、調理業者と管理栄養士が連携し、工夫されて
おり
入所者及びショートステイ利用者より大変好評であるという声をいただいて
いる。

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況
３６５日 ３６６日

月平均４４．９人 月平均４８．１人 新規入所５人・退所９人

主な事業の
参加状況

事　　業　　名 備　　考

（自主事業）入所者の健康管理
（通院付き添いのべ人数）

通院に職員の付き添いの必
要がある方（歩行不安定、医
師の話を正確に聞くことがで
きない等）が多く、通院介助
人数は年間４６７名（１日平
均１．２７人）となっている。身
体状況の変化や精神疾患が
ある方の増加により今後も
職員が付き添いでの通院の
増加が予想される。

（自主事業）リスクに対する予防
（ひやりはっと・事故報告書ののべ報告数）

８０歳～８９歳と高齢の方の
居室内での転倒が多いた
め、居室の模様替えによる
移動スペースや動線の確保
を行い対応した。

（自主事業）食生活の充実
（年間の行事食等の回数）

「ご当地メニュー」として日本
各地の郷土料理を社会情勢
に沿って（例：伊勢志摩サミッ
ト開催に合わせ伊勢うどん
の提供）お出しすることで、テ
レビでは見たことがあるが、
今まで食べたことがないもの
を味わっていただけた。

（自主事業）個別支援の実践
（年間支援計画策定数）

個別支援計画書を新規入所
者をはじめ入所者個別に作
成。（６ヶ月に１度の見直し）
また、身体状況や精神状況
の変化時に随時支援方法の
見直しをしている。

（自主事業）日常動作の維持、向上
（クラブ活動、行事参加者数）

部屋でひとりで過ごすことが
多いため２９年１月から月１
回「脳トレ・リハビリ体操」を
新たに実施。脳や身体を
使って人とのコミュニケーショ
ンを活発に行うことで、「生き
がい」を生み「生活の質」の
向上に努める。
また、２８年６月から市民の
方に「折り紙ボランティア」の
講師として来荘していただい
ている。
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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

施設所管課
の一次評価

（A、B＋、B、C
＋

C、C－、D＋、
D、
E）

・入所者の高齢化により、通院介助や医師との診療立会いが多くなってき
ている。限られた職員数の中で、最大限入所者の健康管理や医療受診の
要望に応えている。
・リスクに対する予防についても、入所者の高齢化により、転倒防止のため
の手段を工夫し、入所者の同意を得ながらスペース・動線確保に即した模
様替え等を行いリスク予防に努めている。

利用者満足度〔有効性〕

苦情対応実績

1件 ６件

主な苦情 対応内容

吉羽公園で花見見学中（利用者乗車中）に市民の方
から「施設の車が邪魔で他の車が駐車することがで
きない」と施設に連絡があった。

市民から連絡を受けた施設長が謝罪をし、外出の
担当職員に連絡をし、送迎車をすぐに移動した。

アンケート調査
の実施状況

・平成２８年　７月　（対象利用者　４２名）
・平成２８年１１月　（対象利用者　４４名）
・平成２８年　３月　（対象利用者　４２名）

（７月）食事満足度、麺類の希望、副食の希望、彩りや盛り付けについて、
　　　　献立の内容の変化について、その他
（11月）食事満足度、味付け、副食の希望、フライバイキングの献立の感想、
　　　　秋祭りのバイキングの献立の感想、その他
（3月）食事満足度、味付け、温度、量、歯の状態について、食事の固さ、その他

給食委託業者の変更もあり、年3回のアンケートを実施。3回のアンケートで約９６％の方が
「満足・どちらともいえない」との意見であった。また、不満と答えた方は、「ごはんの量が少な
い」、「もっと甘いものが食べたい」と嗜好的な意見であった。
今年度は「歯」についての項目を取り入れ、自歯の残数が少ない方や義歯に不具合がある
方は、「おかずが固い」という意見が多いため、口腔ケアの必要性をさらに理解し、改めて医
療と食事を関連づけて考えていく。
日常的に刺身や寿司といった生ものが食べたいとの希望が多いが、イベント食として定期的
な提供は継続する。全員の希望を叶えることは難しいが、今後も利用者目線での検討を重ね
ていきたいと考えている。

食事の温度については、温冷配膳車がないため提供時間の直前盛り付けやカセットコンロやホットプレー
トを使用して食堂で盛り付ける回数を増やして、温かい食事をお出しできるように努めている。
厨房委託業者の変更により、今まで以上に味付けや盛り付けの工夫、ひと手間加えた献立をお出しする
ことができ、味はもちろんのこと目でも楽しんでいただけるように努めている。
スチームコンベクションオーブンの導入により、調理の幅が広がり、「野菜を簡単かつ栄養素を損なうこと
なく、また魚は臭みなく、ふっくらとお出しすること」ができるようになった。また、イベント食として北海道
ラーメンの実演や食堂のレイアウトを変更したバイキング食の好評をいただいている。

3



評価

A

20

5

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

利用料収入

措置費収入

寄付金収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

その他の収入

収入合計

（デイサービス合計）

補足説明

(２) 支出状況 （単位千円）

人件費支出

事務費支出

事業費支出

経理区分間繰入金支出

その他の支出

支出合計

（デイサービス合計）

補足説明

（単位千円）

収支差額

施設所管課
の一次評価

（A、B＋、B、C
＋

C、C－、D＋、
D、
E）

・苦情については、前年度6件、今年度1件という事で、数字上でも評価でき
るが、最も評価したいのは苦情を真摯に受け止め、繰り返さない努力を怠
らないという事である。
・アンケート調査については、前年度2回・今年度3回と、1回多く調査してい
るが、「満足、どちらともいえない」の評価が前年度85％・今年度96％と前
年度より高評価であり、利用者満足度は高いといえる。

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

31,658 31,658 31,583 （指定管理料）

166 187 382 (ショートステイ)

92,842 92,845 98,164

25 25 5

1 1 1

256 258 221

124,948 124,974 130,356

39,633 36,166 41,461

養護：退所者９名に対し入所者５名のため、前年度に比べ１ヶ月平均の利用者が４８．１人から４４．９人
         と減少。よって措置費収入の減額となっている。

デイ：前年度の利用者の月平均人数が３００名を超え、小規模通所介護から通常型通所介護に変わり、
        単位数が下がり、また年間の延べ利用者が約２５０名減少したため収入の減額となっている。

57,995 57,786 55,808

38,510 37,886 35,338

29,153 28,788 31,617

50 50 50

570 567 561

126,278 125,077 123,374

39,633 39,003 37,088

平成２８年５月分より厨房委託業者の変更により、月額の業務委託料が増額となり、年間の支出額の増
額となっている。

-1,330 -103 6,982
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評価

B

8

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 実施日 実施場所

○（継続） 通年 偕楽荘
地域との連携
（偕楽荘行事へのお誘い）

施設所管課
の一次評価

（A、B＋、B、C
＋

C、C－、D＋、
D、
E）

施設の
運営業務

　３６５日２４時間無休
　（面会等については８：３０～１７：３０までだが、事前連絡があれば時間外も可能としている）

　なし（偕楽荘デイサービスセンターについては土曜日および１月１日～４日）

職員：施設長１名、事務員２名、主任生活相談員１名、生活相談員１名、看護師1名
       管理栄養士１名、主任支援員１名、支援員７名（うち非常勤：事務員１名、支援員３名）
委託：給食業務
　　　　（平成28年4月末まで株式会社東京天竜、５月よりフジ産業株式会社に変更）
　　　　管理宿直（久喜市シルバー人材センター６名が２名ずつ勤務表に基づき宿直業務）
　　　　嘱託医（1名：あかりクリニック院長、月1回来荘）

・施設外研修　　年間４１回 （参加職員 延べ  ４６名）
・施設内研修　　年間１２回 （参加職員 延べ１０５名）
　　【事故防止、高齢者虐待防止、感染症予防、苦情解決】
・法人内研修　　 年間３回 （参加職員 延べ  ５名）
・法人内委員会　年間６回 （参加職員 延べ１２名）
※研修内容は朝礼や職員会議で報告し、内容を全職員で共有している。

・デイサービス事業の利用者数が低迷してきている。利用者数増加に向け
た更なる取り組みが必要であると考える。

・利用者が減少する中、支出面では経費節減を念頭においた管理運営をし
ていることが伺える。

企画提案内容 備　　考

・施設管理、エレベーター点検、消防設備点検、自家用電気工作物保安管理、特殊浴槽保守点検につ
　いては業務委託をしているが、点検時には職員も立会い、機械設備のしくみや職員でも対応できる方
　法を確認している。
・「停電や地震時の各機械設備の復旧方法および確認事項」や「消防設備関係の誤作動時の復旧方
　法」等は、写真付きの取り扱い説明書を作成し、宿直者を含む職員全員が操作をできるようにして
　いる。
・建物建築から15年が経過しており、機械設備も対応年数が過ぎているものが多く、部品の在庫や供給
　も難しくなるものも増えているため、「久喜市偕楽荘大規模修繕計画」に基づき、担当課に速やかな報
　告とともに緊急度や安全面を考慮し、対応の協議を継続していきたい。
・職員が利用者と館内清掃をすることで「不具合の早期発見」、「利用者の家（建物や設備）を大切に使
　おうと思い続ける雰囲気作り」に今後も努めていく。職員において行うことができる軽微な不良個所は、
　ホームセンターで購入できる範囲で、経費節減の観点から取り付けを行っていく。

市民大学の環境委員会の
方々に月１回館内の清掃の
ボランティアの活動以外に
も、家庭介護講座（認知症サ
ポーター養成講座、高齢者
疑似体験）の参加をいただい
た。また、区長や民生・児童
委員の方に敬老会に参加し
ていただいた。
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○（継続）

①
８月２１日
②
１２月１７日

偕楽荘

○（継続） ８月２５日 偕楽荘

○（新規）

①２８年
　８月から
②２９年
　２月から

偕楽荘

○(受審済）
Ｈ24.10.26～
Ｈ25.3.26 偕楽荘

評価

A

20

家族会の実施

７家族（８名）に【27年度事業
報告】【28年度事業計画】【介
護保険制度について】【利用
者出納管理および方法につ
いて】【偕楽荘で生活が難し
くなった場合の考え方につい
て】の説明を行った。

①家庭介護講座開催
②偕楽荘施設見学会の実施

①家庭介護講座は8月に久
喜市出前講座の「認知症サ
ポーター養成講座」（参加者
28名）、12月に「高齢者疑似
体験」（参加者4名）を行っ
た。
②偕楽荘の施設見学会は生
活支援コーディネーター、久
喜市中央包括支援センター
（計6名）に偕楽荘の現状や
入所対象者等について情報
交換を行った。

生活の充実
①シャワー浴の曜日追加
　（週2回から3回へ追加）
②入浴時間の延長

①入浴日（月・水・金）以外の
シャワー浴（火・木）を週1回
追加し、火・木・土曜日の週3
回とした。
②「周りの人を気にしないで
ゆっくりと自分のペースで入
浴がしたい」と利用者からの
希望があり、職員のペースで
の入浴時間（13：00～15：00
頃）を「13：20～14：45」「14：
45～16：10」の男女入れ替え
の2部制に変更し、時間内で
あればいつでも入浴ができ
る環境とした。

サービス等を向上させるための方策
（第三者評価の導入）

施設所管課
の一次評価

（A、B＋、B、C
＋

C、C－、D＋、
D、
E）

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

・施設の維持管理については、日頃より丁寧に使用している。また、機械設
備等の不具合の早期発見に努めていただき、早期発見による経費節減が
成されており、維持管理について評価できる。
・シャワー浴数の変更については、利用者の満足度向上を図る取組みがな
されており、評価できる。

6



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

・久喜市ホームページ、法人の新しいホームページに掲載すると同時に、電話によるお問い合わせや
　施設見学のご希望には丁寧に応じることを心がけた。相談対象者の身体状況によっては、特別養護
　老人ホーム等の介護保険施設の情報提供を行うと同時に施設相談員と情報共有を行った。
・偕楽荘をご理解いただけるように、写真を盛り込んだ施設概要、生活の様子や年間行事予定等、入所
　後の生活がイメージできるような「偕楽荘パンフレット」を、ご希望の方や行政機関に内容を更新し、
　継続してお渡ししている。
・緊急ショートステイ受け入れ時は、対象者の情報不足やＡＤＬ等を確認する時間が少ないことが多い
　が、関係機関、病院等と情報の共有を心掛け、市役所閉庁日もできる限り迅速な受け入れを行い、市
　民のために安心してお使いいただけるように努めている。関係機関等と情報交換を行い、円滑かつ有
　効な偕楽荘の利用をしていただきたいと伝えている。

・業務上取り扱う個人情報については、久喜市個人情報保護条例ならびに社会福祉法人久喜同仁会
　個人情報保護規定に従い、記録等のキャビネット保管（施錠）、ＵＳＢ等の引き出し保管（施錠）と持ち
　出しの禁止等を遵守している。管理宿直を委託している「久喜市シルバー人材センター」の宿直者にも
　同様の遵守の重要性を伝えている。
・ＤＶで面会制限がある方、面会制限はないが利用者自身が面会を希望されない場合の電話の問い合
　わせや来荘対応を職員が同じ対応ができるように身元引受人、措置実施機関、本人と綿密に打ち合
　わせをしたうえで全職員に周知徹底している。
・玄関には来荘者に対して「個人情報の取り扱いについて」の掲示を行い、偕楽荘の姿勢を示してる。

・偕楽荘利用者、職員、宿直者（久喜市シルバー人材センター）合同で、年2回の総合防災訓練および
　消防機器の操作説明（確認）を実施し、利用者には「まずは火災を起こさないこと」を繰り返し伝えてい
　る。また、火災時はエレベーターが使用できないため、歩行不安定な２階利用者は月に２回職員が付き
　添いをし、階段を下りる練習を行っている。
・消火器や補助散水栓の使用、煙ハウス体験はできるだけ多くの職員と利用者にも体験をしていただ
　き、消火栓のホースの重さ、長さの理解や煙の怖さ、避難方法を考えていただく機会となっている。
・今年度から「洪水を想定した避難訓練（荒川の氾濫を想定）」を行った。久喜市防災ハザードマップを予
　想水深を参考とし、１階の利用者を中心に全利用者を２階食堂に避難をしていただいた。偕楽荘は福
　祉避難所として３日分の非常食料、飲料水等の物資を用意しているが、ハード面の問題で１階倉庫に
　備蓄をしているため、利用者の安全を図りながら物資をいかに２階まで運搬するか、災害時の生活の
　確保等を検討していく。
・相模原障がい者施設殺傷事件を受け、事件翌日から管理宿直者に対して「大きな懐中電灯を使用し
　ての敷地内（屋外）の巡視の追加」および「畑の門扉の夜間施錠の徹底」を申し送りし、事故予防に
　努めている。
　また、新たに「久喜市偕楽荘不審者対応マニュアル」を作成し、マニュアル内容の共有を行い、「予防」
　と「対応」を定めることで、全職員が入所者の安全確保を最優先できるように意識付けを行っている。

施設所管課
の一次評価

（A、B＋、B、C
＋

C、C－、D＋、
D、
E）

・今年度は、緊急ショートステイの要望が多くあり、限られた情報量や職員
体制の中で、適正に判断し受け入れていただいた。待ったなしという過酷な
状況下で、市・病院等関係機関と連携し円滑な利用に努めており評価でき
る。
・防災対策については、今年度より非常災害対策計画に「洪水」も想定して
いただきたいという国と県との説明会があり、いち早く洪水を想定した避難
訓練を行い対応の早さや、防災に対する意識の高さが伺える。
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8 特記事項

　

①毎月1回の指定管理者と市町村担当課との定例連絡会議を開催し、偕楽荘利用者の状況報告、苦情・事故報
　告、高齢者相談窓口への相談内容、行事内容、機械設備の状態等を共有するなど連絡を密にしている。
　随時利用者の状況の報告、入所相談の内容、ご家族の面会時の様子について、備品や建物の修繕等、指定管
　理者として昼夜を問わず綿密な連絡体制をとり報告している。

②集団生活における感染症対策では、定期的な水質検査をはじめ、週末の浴槽清掃は次亜塩素酸の使用、床
　の水拭きの際には塩素系漂白剤を併用、各トイレには消毒液と使い捨て紙タオルを設置、施設内研修で感染症
　の基礎知識だけではなく、「嘔吐物の処理方法」も実践し毎年確認を行っている。
　　また、食中毒やインフルエンザの発症予防については特に力を入れ、館内にポスターを掲示し、利用者だけで
　なく来荘者にも予防を呼びかけた。その結果、偕楽荘利用者でインフルエンザに感染する利用者は今年度もい
　なかった。嘱託医の講話で「冬の胃腸炎」について分かりやすい言葉、内容でお話ししていただくことで、感染症
　予防の意識付けを行った。

③偕楽荘ショートステイは、従来のショートステイ利用者像とは異なり、認知症や精神疾患のある高齢者、虐待に
　より在宅での生活が困難な方の利用が主になっている。緊急ショートステイについては、できる限り時間外でも
　受け入れ、高齢者福祉のセーフティーネットとしての役割を果たすと同時に、緊急ショート時は健康診断書が間
　に合わないことも多いが、担当課との連絡ルートを確認し、柔軟に受け入れを行った。
　夜勤の職員配置のない中で受け入れおよび受け入れ後の対応について、関係機関と更なる協議をしながら前
　向きに受け入れをしていきたい。無断外出が予想されるショートステイ利用者については本人の写真を撮り、
　緊急時の対応に役立てている。

④入浴日以外の火・木のシャワー浴に土曜日も追加し、利用者に大変喜ばれ、希望者は7ヶ月でのべ75人であっ
　た。
　　また、入浴時間を「13：20～14：45」「14：45～16：10」の男女入れ替えとし、時間の枠を広く設け、時間内であれ
　ば自由な時間に入浴ができる環境に変更をした。
　「今までは通院で帰りが遅くなると入浴ができない日もあったけど、時間に余裕ができて有り難い」、「今までは
　湯船にゆっくり浸かると次に入浴する人に迷惑をかけてしまうと思い気を使っていたけど、今はのんびりと入浴
　ができて嬉しい」とお話をいただいている。

⑤今までも「養護老人ホーム入所者でも介護保険サービスを利用できること」について「重要事項説明書（館内5カ
　所に振り仮名つきで掲示）ならびに朝の集いや家族会で周知」をしていたが、今後も継続し分かりやすい言葉で
　説明をすることやサービスの利用が必要と思われる利用者および身元引受人に対し、適切な時期に適切な
　サービスが利用できるように心掛けた。
　　また、介護保険法改正により要介護1・2の高齢者は原則特別養護老人ホームでの入所ができなくなったた
　め、身のまわりに何かしらの支援（介護）が必要な入所者の入所も増えてくることが予想される。現在の利用
　者、新規の利用者で支援（介護）が必要な方は、介護保険サービスを利用しながら、夜勤者のいない職員体制
　ではあるが、偕楽荘で一日も長く生活ができるように支援を継続していきたい。
　（平成29年3月31日現在、入所者43名中　要支援・要介護1・2認定者は10名）

⑥市内および近隣のボランティアは年間受け入れ人数（延べ315名）、市内小中学校教員（5年経験）社会貢献活
　　動（延べ24人）、中学校社会体験チャレンジ（延べ12人）、高校生ワークキャンプ、インターンシップ（延べ16
　　人）、羽生ふじ高等学園（特別支援学校）産業体験（延べ5人）、彩の国ボランティア体験プログラム（延べ2
　　人）、ガールスカウトボランティア（延べ28人）、教員を目指す大学生の介護等体験（延べ100人）と
　　合計502名のボランティアや実習生の受け入れを行った。
　　実習生を年間を通じて受け入れを行うことで、職員自身の仕事を振り返ることもでき、利用者も「自分の孫のよ
　　うな年齢の人と話ができて嬉しい」とお話をいただいている。受け入れの際には、必ず事前にオリエンテーショ
    ンを行い、利用者の生活（家）で実習をさせていただくことを説明し、DVケースで入所している方もいるため
    個人情報の保護についても説明を行っている。
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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会の判断理由

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

・入所者が入所時からすると高齢になっており、生活面での支援が大きくなってきているようである。介
護状態にならないように、常に本人と話をすることで、できるだけ偕楽荘での生活が続けられるように支
援していることは評価できる。
・食の検討会や利用者との意見交換により食の改善や通院介助が行われ、入所者に寄り添った運営が
なされている。
・毎年ボランティアの受入れを積極的に行い、地域に根ざした施設運営を行っていることは評価できる。
・担当課との綿密な情報共有が図られている様子がうかがえる。また、緊急的な対応にも柔軟に受け入
れを行うなど、対応力の高さがうかがえる。

・毎月１回程度、定期的に指定管理者との連絡会議を行い、調整を図っている。また、偕楽荘の特性
上、随時状況報告の必要な方や、早急に対応をする必要がある方もおり、平時から綿密な情報共有・
情報交換を行っている。
・施設で開催される行事等に積極的に参加し、利用者やボランティアとの交流を図り、適切な施設運営
が図られている事を確認している。

・高齢者虐待や高齢者ＤＶケース等への対応が年々増え続ける中、アセスメント技術の向上や他の機関等との連
携を強化し、養護老人ホームとして変化していくニーズを理解し、役割を担っている。
・地域に根差した施設として、積極的にボランティアの受け入れや、地域交流イベントの開催等を行っている。
・防災については、洪水という新たに加わった「災害」について、早急に情報を集め具体化し県内でもいち早く洪水
を想定した避難訓練を行う等防災についての意識が高く、利用者への防災意識向上にも寄与している。

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
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