
基本様式４ 

    指定管理施設の管理運営評価票（評価対象年度：平成３０年度） 

 

施設所管部署 健康福祉部地域包括ケア推進課 

評価対象期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

評価対象年度指定管理料       ８７，１６３，２７２円  
１．施設の概要等 
施設の概要 

名称 焼津市立養護老人ホーム慈恵園 

所在地 焼津市大覚寺三丁目２番地の３ 

設置目的 

老人福祉法第 11条の規定により概ね 65歳以上の者であって環境

上の理由及び経済的理由等により、居宅において養護を受ける事

が困難な者を入所させ、介護・給食・健康管理・生活指導等を行

い、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的に設置 

設備の概要 

（施設面積）2,401.01㎡ 

（施設構造）鉄筋コンクリート２階建て 

（施設内容）定員 60人 

２人部屋 16 室 

個室部屋 32 室 （視覚障がい者対応居室 4室含む） 

 

２．指定管理者の概要等 
指定管理者 

名称 社会福祉法人 焼津福祉会 

所在地 焼津市大覚寺三丁目 2番地の１ 

指定管理業務の内容 
○焼津市立養護老人ホーム指定管理者管理運営仕様書 

別表１及び別表２に定められた事項 

指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日  
３．指定管理者業務運営項目評価 
評価項目 指定管理者 市 

自 己 評 価 評価の理由 評価 評価の理由 

１．施設体制に関

する評価 
Ｂ 

・老人福祉法に定められた配置基準

に沿って人員配置をしている。 

・前年度課題であった看護師を平成

30 年４月１日から正規職員とし

配置し安定して利用者の健康管

理の充実が図られた。 

・職員の研修計画を立て、中部地区

公立養護老人ホーム施設職員連

絡協議会の研修会を中心に参加

した。法人職員研修では「アンガ

ーマネジメント」及び「円滑なコ

ミュニケーション力の向上」につ

いて学んだ。また臨時職員も含め

Ｂ 

集団生活を行う施設である

ため感染症の予防に対する

取り組みは、非常に重要で

あり、介護保険サービスの

利用や来客等ある中感染者

が出なかったことは、職員

一人一人の対応の適切さを

表しており評価している。 

入院に繋がる事故として最

も多い転倒による骨折につ

いて、新たに転倒防止体操

を行っていることも評価し

ており、今後も介護予防等

の取り組みを期待したい。 



て、志太消防本部で開催された普

通救命講習１を５人の職員が受

講し、施設における救命措置の技

術を学んだ。 

・感染症対策として看護師が講師と

なり感染症の概要を学び、ノロウ

イルス汚物処理、エプロン、予防

着等の装着について学んだ。結果

としてノロウイルスやインフル

エンザの感染者はいなかった。 

・サービスマナー向上委員会で「支

援マニュアル」の見直しを行うと

ともに、平成 30 年度においては

身体拘束廃止マニュアルを策定

した。 

・利用者の機能低下による誤嚥や転

倒等の事故を防ぐため環境整備

に努めるとともに、リハビリ体操

を随時行った。特に、転倒は重篤

な状態を引き起こす危険性があ

るため年度末から毎日夕方、看護

師により転倒防止の体操を実施

した。 

・毎月 1回防災訓練を実施した。地

震、津波、火災（出火場所はその

都度変更）を想定しての避難訓

練、安否コールを活用しての伝達

訓練、夜間想定の訓練を実施し

た。 

・中学生の福祉体験、ボランティア

等を積極的に受け入れ、地域交流

の機会を提供した。また、近隣の

大学からの実習生の受入も行い

将来を担う人材の育成も行った。 

計画的な職員研修及びサー

ビスマナー向上委員会によ

るマニュアルの見直しによ

り、サービスを向上させる

取り組みに努めていた。 

また、防災訓練やヒヤリハ

ットについての意見交換、

事故病気についての報告を

定期的に行い、リスクマネ

ジメントを積極的に行って

いた。 

２．サービス内容

や水準に関す

る評価 

Ｂ 

・利用者の意向や状況把握に努め、

年間個別支援計画を作成し、その

見直しや評価により個々に応じ

た支援をした。支援計画を利用者

に分かりやすく説明し、各部屋に

目標を掲示して利用者が目標を

意識して生活できるように配慮

した。利用者の健康増進を図り、

生きがいをもって生活できるよ

う、散歩や軽運動等の機会を提供

した。 

・外部講師による利用者の余暇活動

を実施した。利用者の意向に基づ

いて参加できるように配慮した。 

・一人ひとりの利用者に、聴き取り

調査を実施し、利用者の意向を細

かく聞くことができた。利用者へ

の対応や活動内容の見直しに繋

げた。 

Ｂ 

実績報告書やアンケート調

査からも自立支援や健康管

理だけでなく、生きがいづ

くりや権利擁護など利用者

に寄り添った支援が行われ

ている。 

苦情や要望の対応に関して

は、難しい対応が必要であ

るが個々のケースに応じた

対応、支援が行われていた。

今後もアンケート調査の結

果等を参考に対応してもら

いたい。 



・保証人が高齢な利用者や、保証人

がいない利用者に対しては、本人

の意向を聞き成年後見人の申立

てや身元保証を行う NPO法人との

契約の手続き支援を行った。 

・各種委託業務は委託業者の業務内

容を吟味し、年度ごとに契約を締

結した。 

・季節感のある食材や高齢期に必要

な栄養を充足した献立作成に努

め、嚥下能力や疾病に応じて食事

形態や内容を配慮することによ

り、利用者の健康を食事面から支

援した。 

・苦情・要望を申し出る利用者には、

意向を受けとめ、早めの対応に心

掛けた。利用者と共に解決策を検

討し、理解していただいた。（苦

情 14件対応）  

・苦情の詳細は事業報告書に掲載し

た。広報誌に年 1 回苦情件数と内

容を掲載した。 

・「サービスマナー向上委員会」を

開き、全職員が安全管理や支援の

評価、見直しをして支援の充実に

努めた。 

・年度当初の利用者数は３９人。年

度中に７人が退所し、１人が入所

して年度末に３３人となった。

（入所率は 55％で低下傾向） 

３．収支等の評価 Ｃ 

・予算書作成は前年度の留意点を踏

まえ、各職種職員の意見を聞き作

成した。予算は理事会の承認を得

て執行した。予算流用は理事長の

承認を得て行った。 

・施設会計通帳と印鑑は別々に保管

することにより、適切な管理に努

めた。 

・利用者の預り金は通帳を金庫で保

管。印鑑は施設長が管理し、預り

金担当者が印鑑を確認する等内

部牽制をし、適切な管理に努め

た。 

・適切な事務処理、会計処理を行う

為、資金の運営管理等について組

織の牽制体制を意識し事業運営

にあたった。 

・月次報告書(試算表等)は、経理規

程に基づき報告を行い、収支の資

金の動きを把握し、通帳、定期預

金証書との整合を確認した。 

・毎月、取引金融機関に預金月末状

況表の発行を依頼し、月次報告書

Ｃ 

経費について、人件費以外

の支出は、概ね前年度決算

より抑えられており、措置

者数の減少によるものもあ

るが、効率的に行われてい

ると考えられる。また、予

算執行及び経理事務につい

て、徹底した内部牽制体制

を確立し行っている。 

収入の大部分を占める指定

管理料の算定方法は措置者

数を基礎としており、措置

者数が年々減少することに

より指定管理料も年々減少

している。また、定員 60人

に対し措置者数 33人と入所

率が低いため、指定管理料

が施設規模に対し過小にな

っていることが経営状況の

安定の課題となっている。 

措置者数に関しては、養護

老人ホームへの入所措置と

いう特性を考えると、短期

間で大幅に増加するもので

はなく、これまでの指定管



と照合した。 

・入所者及びショートステイ利用者

の減少により収入が減額となり

赤字となったが積立金の取崩や

前年度の資金残高により赤字補

てんを行った。 

理料の算定方法では過小と

なり今後も赤字が続くと予

想されるため、令和元年度

は指定管理料の算定方法を

見直した。また、今後も経

営状況を確認し、必要であ

れば再度算定方法の見直し

も行い経営状況の安定化に

取り組む。 

総合評価 Ｃ 

・利用者一人ひとりの意向や状況に

応じて、支援員・栄養士・看護師・

相談員等が生活面・栄養面・健康

面等多面的に捉え、個別支援計画

の作成や見直しを行い、利用者支

援にあたった。 

・利用者の健康状態を把握して早め

に受診をしたり嚥下能力や疾病

に応じて食事形態や内容を配慮

することで、重症化を防ぐことが

できた。 

・感染予防、心肺蘇生法等の緊急時

の対応についての研修をした。安

全な環境を整え、利用者がより豊

かに生活できるよう努めた。 

・組織の牽制体制を意識しながら、

適切な事務処理、会計処理を行っ

た。 

・入所者減に伴う収支の悪化を防ぐ

ため常に支出の内容について検

討し経費削減に努めた。 

・建物や設備の老朽化に伴い修繕箇

所が増えている。市の負担により

屋根の修繕を行った。 

Ｃ 

協定書、仕様書等を遵守

し、その水準に沿った管

理内容である。 

経営状況安定化の課題で

ある指定管理料について

は、指定管理者が管理で

きない部分であり、市と

して取り組みを行う。 

竣工から 15年が経過し、

設備等の修繕や取替えの

必要な個所が増えてき

た。修繕や取替えがスム

ーズに行えるよう計画的

な管理及び予算措置を求

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

●参考                                 

 

  （単位：円） 

 事業計画（当初予算） 平成３０年度 

 

事

業

収

支

実

績 

 

 

 

 

収

入 

指定管理料 １１４，７４２，０００ ８７，１６３，２７２ 

利用料金 １００，０００    ０ 

その他の収入 ２８，０００ ２１，３４６，５８５ 

計（Ａ） １１４，８７０，０００ １０８，５０９，８５７ 

 

支

出 

 

人件費 ７２，００４，０００ ７２，０２８，３８８ 

事務費 ２２，８３７，０００ ２１，６５８，１０６ 

事業費 ２５，３４９，０００ ２２，３１２，４０４ 

予備費 0 0 

その他 0 0 

計（Ｂ） １２０，１９０，０００ １１５，９９８，８９８ 

収支予算額（Ａ―Ｂ） －５，３２０，０００ －７，４８９，０４１ 

 

 

 

【評価区分】 

評価基準：Ａ（優 良）協定書、仕様書等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。 

Ｂ（良 好）協定書、仕様書等を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。 

Ｃ（課題含）協定書、仕様書等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。 

Ｄ（要改善）協定書、仕様書等を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

別紙会計決算書のとおり 


