
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

久喜市くりの木
各外出先

久喜市くりの木

久喜市くりの木
浅川医院

久喜市くりの木

久喜市くりの木

久喜市くりの木

久喜市くりの木

久喜市くりの木

久喜市くりの木
利用者自宅　間

 評価

B+

18

久喜市くりの木

障がい者福祉課

 社会福祉法人　久喜市社会福祉協議会

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）

事業運営〔有効性〕

・利用者の社会参加の促進に必要な生活指導等に関すること（障害者総合支援法に基づく
各種サービスにおけるサービスを提供すること）。
・施設、設備及び物品の維持管理に関すること。
・その他施設の目的を達成するために必要なこと。

事業の実施状況

事　　業　　名 実施日 備　　考

１基本事業

(1)社会的自立の助長に必要な職業訓練、
生活指導等に関する事業

①生活体験
(食事支援、炊飯実習、買物実習等）

通年

②社会体験
（日帰りバス旅行、避難訓練等）

随時
　避難訓練：年２回
　日帰りバス旅行：１０月実施

③レクリエーション
（ボーリング大会、カラオケ等）

通年

(２)心身の健康管理、保健衛生等に関する
事業

①健康管理（健康チェック、健康診断等） 通年、１０月
　健康診断：９月実施

②その他(嘱託医訪問等） 毎月第２火曜

(３)地域交流に関する事業

①販売体験 通年

・契約者３人　内1人定期利用

②その他(クリーン作戦、実習生受入等） 通年

(４)生産活動
(リサイクル石鹸、焼き菓子、内職等）

通年

 送迎事業 登所・降所時
利用申請者９人
うち定期利用者５人

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・日常生活、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。
・地域交流に関する事業を年間を通して実施し、地域と結びついた施設運営を
行っており、評価できる。

２自主事業

 日中一時支援事業 毎月第2土曜
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3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

（前年度）

１７人

２人

５人

 評価

A

15

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

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況
２４４日 ２４４日

延べ４，０２４人 延べ３，４６０人

主な事業の
参加状況

事　　業　　名 参加者数 備　　考

基本事業 ２０人

自主事業

・日中一時支援事業 １人 契約者3人（うち１人定期的利用）

・送迎サービス事業 ７人

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

アンケート調査
の実施状況

①個別支援計画、個別支援評価作成に伴う報告と、面談等を行いながら支援内容
や要望を伺う。
②外出体験、販売体験等各事業実施前に、参加の意向や要望を書面にて伺う。
③外出体験、販売体験等各事業実施後に、実施した内容、時期、職員対応等に
関して随時、利用者に聞き取りを行う。
④利用者の自治組織「みんなの会」で朝の歌を利用者同士で決めて行ったり、
レクリエーションの進行、外出体験の行き先等を決定してもらうように支援をした。

①面談を実施することで、個々の要望等を伺うことができた。計画や日々の支援にも反
映した。
②事前に事業の参加の有無を伺うことで、自己選択して参加を決めてもらうことができ
た。
③事業の日程や内容について利用者や家族の意見をまとめることで、実施事業に対し
ての満足度を図れた。また、開催時期や、実施内容などは次回事業を企画する時の参
考にして改善につなげられた。
④利用者が選択できるよう複数の提案をし、自分たちで決めるという機会を作れた。外
出行事の行き先の提案では、利用者にわかり易く、写真等を掲示しながら説明し、利用
者が選択できるよう支援を配慮した。

・毎日の活動予定を立てる時に、やってみたい活動を利用者に聞きながら調整した。
・利用者の会（みんなの会）で自分たちの歌う朝の会の歌を決めたり、掃除の分担場所や外出事業
の行き先などを決めたり、利用者同士で話し合う機会を作った。
・各事業実施後はアンケートを実施するほか、実施後に保護者にも口頭で利用者の様子等を伺い、
事業内容が良かったか確認し、次回の事業に反映させるように調整を図った。
・連絡帳での日々の報告、登所・降所時の保護者への申し送り、必要に応じて電話連絡や家庭訪問
を実施することで、常に保護者との意思疎通、情報共有を図った。

・定員の充足に向け、今後も引き続き良質なサービス提供を期待する。
・日中一時支援事業や送迎事業などを行っており、利用者や保護者等家族の負
担軽減へつながっている。
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 評価

B+

18

5

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

寄付金収入

指定管理運営受託金

事業収入

自立支援給付費収入

その他の事業収入

雑収入

前期繰越金

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

人件費支出

事業費支出

事務費支出

負担金支出

その他活動による支出

予備費

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額

 評価

A

10

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

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

1 31 5

28,739 13,141 8,808

607 802 678 作業活動収入等

23,072 32,884 25,960 介護給付費収入

76 17 27 日中一時支援事業

235 236 174

0 44 36

52,730 47,155 35,688

精算方式のため返還金が生じたことにより予算との差が出ている。

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

39,309 36,041 28,080

4,968 3,913 2,981

6,106 5,371 3,247

10 3 3

1,837 1,752 1,334 退職手当積立基金預け金支出等

500 0 0

52,730 47,080 35,645

0 75 43

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・特に苦情もなく、施設と利用者及び保護者との良好な関係が伺える。
・利用者や保護者と積極的に情報交換を図りながらニーズに合った事業を行っ
ている。
・利用者が主体となり、事業の実施内容や役割分担を決め取り組むことにより自
立に向けた意識向上に寄与している。

・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。28年度より利用者が増えたため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。
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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

○ 久喜市くりの木

○ 久喜市くりの木

○ 久喜市くりの木

○  久喜市くりの木

 評価

B+

18

施設の
運営業務

利用時間：午前9時から午後4時まで（ご家族の都合等により時間外の受入れをしました。）

閉　所 日：土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日

職員　１１人
・施設長兼生活支援員　 １人
・サービス管理責任者　　１人
・生活支援員　５人（正規職員２人・臨時嘱託職員３人）
・看護師１人（非常勤職員１日４時間・週３日勤務）
・事務員１人（非常勤職員週３日勤務）
・運転手１人（非常勤職員１日４時間・週５日勤務）
※嘱託医（非常勤）　内科医１人

・久喜市社会福祉協議会職員研修要綱に基づき、職員の資質向上、専門的知識向上の
ため職員一人ひとりに研修実施計画を策定し、職場内研修の実施及び職場外研修への
参加、研修後は申送りをして職員共通理解を深めた。
・定期的に職員会議、ケース会議を随時行った。

・清　　　掃：　毎朝職員による施設内外の清掃、除菌。毎夕職員による施設内外清掃、及び用具
                   等の消毒。
・植栽管理：　職員による害虫駆除、剪定。
・除      草：　職員による除草。草が多く生える時期は、保護者会の協力をいただく。
・AED管理：　職員による点検、業者による定期点検を実施。
・そ の 他 ：　汚水処理点検、消防設備点検、施設警備は業務委託にて定期点検、法定点検修繕等
                 を実施した。

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

・久喜市くりの木まつりの開催
　くりの木を地域住民へ公開し、
自主製品販売や喫茶コーナー、
音楽発表会等を実施し、地域交
流の場として開催する。

平成29年2月
24日

来訪者１２４人

クラブ活動(レクリエーション）
・音楽を楽しんだり、絵を描いた
り、創作を楽しみ、趣味のあった
仲間と楽しく過ごす時間を提供す
る。

毎月1回

・創作活動を月1回程度実
施。（書道やちぎり絵等）
・施設内のボウリングやカ
ラオケ、音楽活動等を実
施。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・日中一時支援事業
　家族が一時的に介護ができなく
なった場合に障がい者に一時的
な活動の場を提供しました。

毎月第２土曜日 毎月利用予定者　１人

・送迎事業の実施
　利用者の状況、家族の高齢化
等により自主通所が困難になって
きた利用者への日常的な送迎
サービスを実施。

登所時間
８：４０～９：３０
降所時間
16：00～17：
00

利用申請者　　　  ９人
うち定期利用者　  ５人

・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。
・職場内外の研修により、職員の資質向上を積極的に行っている。
・利用者のニーズに沿ったサービスが提供できている。
・送迎事業の実施により、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。
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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

・久喜市社会福祉協議会の広報紙「くき社協だより」において、久喜市くりの木の活動を
紹介した。
・久喜市社会福祉協議会のホームページに施設を紹介するページを設け、広報活動に
努める。
・地域のイベントの他、各地区の人権のつどいでパネル展示及び販売、埼葛地区人権の
つどいでも販売及び久喜市くりの木の活動の紹介を行う。
・くりの木まつりを開催し、地域住民や関係諸団体へくりの木の活動内容について周知を
した。

・個人情報保護法、久喜市個人情報保護条例、久喜市長が保有する個人情報の保護に
関する条例、久喜市社会福祉協議会個人情報保護規定及び個人情報に関する方針（プ
ライバシーポリシー）に従い遵守した。

・消防計画に基づいた年2回の避難訓練を実施した。
・避難訓練では、利用者及び職員が避難誘導手順の確認、初期消火訓練等の防災教育を実
施した。
・事故、災害時、薬物管理等の緊急対応について対応マニュアルを職員に配布し、共通理解
を深めた。
・くりの木まつりを開催する際、福祉避難所としての社会資源にもなっていることを来場者に
周知した。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、Ｅ）

・保護者会から施設の増築等に関する要望があったことを受け、保護者会との話し合いの機会を設け、備品
等の整理を行うなど作業室等の環境改善に取り組んだ。（平成29年１月～2月）
　作業室のＬＥＤ照明の改修、洋式トイレ手摺り設置等

・「社協だより」やホームページを通じて積極的に広報活動に取り組んでいる。
・地域のイベント等に積極的に参加し、販売や展示を通して施設の紹介に努め
ている。
・くりの木まつりを実施し、他事業所や地域の方とふれ合う地域交流の場を提供
している。
・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、安全性への配慮を行っているうえ、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。
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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

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

・利用者や保護者のニーズに対応した事業が実施されており、利用者の増から安定した収益によって事業運
営ができたことは評価できる。
・サービス水準を維持しながらも、新たな取組（くりの木まつりの地域住民への公開や日常的な送迎サービス
など）により、指定管理者導入による効果的な運営が図られていることがうかがえる。
・くりの木まつりの実施や地域行事への参加など、地域の結びつきを大事にしながら施設運営を行っているこ
とは評価できる。

・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。

・利用者を主体とした事業を取り入れ、利用者や保護者のニーズに応えている。利用者の自立に向け積極的
に取り組んでおり、評価できる。
・地域行事の参加や地域交流イベントの開催など、地域と結びついた施設運営を行っている。
・施設の運営業務、施設の維持管理業務全般にわたり、適切に行っている。
・防災設備等の点検等、緊急時への配慮が充分なされている。
・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。
・作業室の環境について、活動室を狭めていた不用品等を撤去し、改善が行われた。
【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20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
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