
板橋区立高齢者在宅サービスセンター指定管理者総合評価 第2号様式

施設概要

施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理者
所在地

設置目的

行動規範

業務内容

評価結果

評価項目 評価委員合計

【施設の経営方針に関する事項】

理念・方針 20点/25点

施設設置目的との整合
性

20点/25点

利用を促す管理運営 20点/25点

利用者本位の管理運営 20点/25点

80点/100点

経営基盤 25点/25点

職員の雇用形態 18点/25点

18点/25点

18点/25点

17点/25点

評価委員会開催　平成30年10月5日（金）

安定的な経営体力を備え、適正な経営情報の開示がなされているか

施設の運営に責任の担える安定的な雇用形態がとられているか

職員の労働条件

①労働法規等を遵守した適正な勤務体制がとられているか

②職務能力等に対応した適正な給与体系が整っているか

③休暇制度、職場の環境の改善、福利厚生制度等就業状況に配慮がなされて
いるか

２　経営方針に基づく具体的な行動

区立高齢者在宅サービスセンターの目的に沿った事業運営がされているか

利用者増につながる工夫がなされているか

施設は利用者の使いやすい工夫がなされているか

小計

【管理体制に関する事項】

在宅の高齢者等で、身体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある者が、心身の状況や
その置かれている環境等に応じて最も適切な処遇が受けられることを目的として設置。

（１）関係する法令、条例及び規則の規定を順守し、適正な管理運営を行う。
（２）利用者一人ひとりの状態や意思を反映したサービスと、地域や施設の特性を活かしたサービスにより、利用者の
満足度を高める。
（３）人材の確保・定着・能力開発・活用策を強化し、質の高いサービスを継続して提供できる体制を構築する。
（４）サービス向上、利用者獲得、業務効率化などの経営努力を絶えず行い、介護保険事業を安定して運営できる収支
構造を確立する。
（５）センターの維持管理レベルを高め、安全で快適な施設環境を創出する。
（６）災害、感染症、事故等に対する適切なリスクマネジメントにより、利用者の安心と安全を確保する。

東京都板橋区立高齢者在宅サービスセンター条例第３条に規定する以下の事業
(１)介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護」とい
う。）を行うこと。
(２)法第８条第17項に規定する認知症対応型通所介護（以下「認知症対応型通所介護」という。）を行うこと。
(３)法第115条の45第1項第１号ロに規定する第１号通所介護事業（国基準相当及び区独自基準通所型サービス）（以
下「第１号通所事業」という。）を行うこと。
(４)法第８条の２第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護（以下「介護予防認知症対応型通所介護」とい
う。）を行うこと。

評価の視点

１　施設の現状認識・を取り巻く環境の理解・管理運営の方向性

公共サービス事業提供者としてふさわしい理念・方針が確立されているか

板橋区立　　蓮根高齢者在宅サービスセンター
板橋区立　　前野高齢者在宅サービスセンター

板橋区蓮根2丁目28番2号(UR都市機構敷地内）
板橋区前野町4丁目16番1号(おとしより保健福祉セ
ンター内）

健康生きがい部　介護保険課 平成28年4月1日から平成33年3月31日

社会福祉法人　東京援護協会 東京都千代田区鍛冶町1丁目8番5号



評価項目 評価委員合計評価の視点

職員の研修体制 18点/25点

地域貢献 19点/25点

危機管理体制 20点/25点

情報管理 19点/25点

安全対策 19点/25点

191点/250点

【管理活動に関する事項】

経済性・効率性 20点/25点

妥当性 20点/25点

設備の保守点検 20点/25点

再委託業務の妥当性 19点/25点

環境対策 17点/25点

96点/125点

モニタリング 21点/25点

21点/25点

388点/５００点

評価できる点

助言・指導・勧告・命令
の内容

総合評価

適正である　388点/500点（77.6％）

送迎の範囲や時間などに臨機応変に対応していて良い。
医療依存度の高い方を受け入れている。
社会貢献活動としてフードドライブ活動をしているのは良い。
利用者の入浴希望を断らず受入れている。

職員の定着率が良いが、職員の高齢化が課題。
前野高齢者在宅サービスセンターで公文式学習に効果があるのであれば、蓮根高齢者在宅サービスセンターでも取り
入れることも検討されたい。

＊総合評価の採点方法（二次評価の合計点）…特に優れている（９割以上）、優れている（８割以上）、適正である（６割以上）、さらに
努力が必要である（４割以上）、改善すべき点がある（４割未満）

【業務改善に関する事項】

利用者の満足度を図る仕組みや事後評価がなされているか

小計

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満 １：70％未満）

＊上記以外の採点方法（：５特に優れている（区の求める要求水準を上回っている）、4点：優れている（区の求める要求水準を満たしている）、３適
正である（区の求める要求水準を概ね満たしているが、工夫の余地がある）、２さらに努力が必要である（区の求める水準を満たすために改善努
力が必要）、１改善すべき点がある（原点に立ち返り、計画や体制の抜本的な改革が必要）

評価委員会　評価

設備機能の維持に向けた保守点検に遺漏はないか

再委託されている業務の範囲は適切であるか

区の環境施策を理解し、省エネ省資源など地球資源に配慮した管理運営がなさ
れているか

費用対効果は適切か、当初の目標通り管理運営経費が縮減されているか

管理運営経費は、その内訳を含め妥当であり、適正に執行されているか

小計

評価委員総計

職員の指導育成、研修体制は適切であるか

区内事業者の活用、区民の雇用など地域への貢献、地域との連携への考慮が
なされているか

事故・災害などに対する綿密な危機管理体制が整っているか

個人情報の保護等に関する指導の徹底等、対策は万全か

利用者の安全についてきめ細かい対策が取られているか

小計



板橋区立高齢者在宅サービスセンター指定管理者総合評価

施設概要

施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理
者所在地

設置目的

行動規範

業務内容

評価結果

評価項目

【施設の経営方針に関する事項】

理念・方針

施設設置目的との整合
性

利用を促す管理運営

利用者本位の管理運営

経営基盤

職員の雇用形態

施設は利用者の使いやすい工夫がなされているか

小計

【管理体制に関する事項】

③休暇制度、職場の環境の改善、福利厚生制度等就業状況に配慮がなさ
れているか

16点/25点

20点/25点

75点/100点

在宅の高齢者等で、身体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある者が、心身
の状況やその置かれている環境等に応じて最も適切な処遇が受けられることを目的として設置。

（１）関係する法令、条例及び規則の規定を順守し、適正な管理運営を行う。
（２）利用者一人ひとりの状態や意思を反映したサービスと、地域や施設の特性を活かしたサービスにより、
利用者の満足度を高める。
（３）人材の確保・定着・能力開発・活用策を強化し、質の高いサービスを継続して提供できる体制を構築す
る。
（４）サービス向上、利用者獲得、業務効率化などの経営努力を絶えず行い、介護保険事業を安定して運営
できる収支構造を確立する。
（５）センターの維持管理レベルを高め、安全で快適な施設環境を創出する。
（６）災害、感染症、事故等に対する適切なリスクマネジメントにより、利用者の安心と安全を確保する。

東京都板橋区立高齢者在宅サービスセンター条例第３条に規定する以下の事業
(１)介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第７項に規定する通所介護（以下「通所介
護」という。）を行うこと。
(２)法第８条第17項に規定する認知症対応型通所介護（以下「認知症対応型通所介護」という。）を行うこと。
(３)法第115条の45第1項第１号ロに規定する第１号通所介護事業（国基準相当及び区独自基準通所型サー
ビス）（以下「第１号通所事業」という。）を行うこと。
(４)法第８条の２第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護（以下「介護予防認知症対応型通所介
護」という。）を行うこと。

評価の視点

公共サービス事業提供者としてふさわしい理念・方針が確立されているか

区立高齢者在宅サービスセンターの目的に沿った事業運営がされているか

利用者増につながる工夫がなされているか

板橋区立　　徳丸高齢者在宅サービスセンター
板橋区立　　西台高齢者在宅サービスセンター

板橋区徳丸４丁目35案11号(徳丸けやき苑内）
板橋区西台2丁目3番34号(西台いこいの家内）

健康生きがい部　介護保険課 平成28年4月1日から平成33年3月31日

社会福祉法人　翠生会 東京都板橋区成増4丁目33番1号

17点/25点

16点/25点

安定的な経営体力を備え、適正な経営情報の開示がなされているか

施設の運営に責任の担える安定的な雇用形態がとられているか

評価委員合計

１　施設の現状認識・を取り巻く環境の理解・管理運営の方向性

20点/25点

２　経営方針に基づく具体的な行動

19点/25点

第2号様式

評価委員会開催　平成30年10月5日（金）

職員の労働条件

①労働法規等を遵守した適正な勤務体制がとられているか

②職務能力等に対応した適正な給与体系が整っているか

20点/25点

19点/25点

17点/25点



評価項目 評価の視点 評価委員合計

職員の研修体制

地域貢献

危機管理体制

情報管理

安全対策

【管理活動に関する事項】

経済性・効率性

妥当性

設備の保守点検

再委託業務の妥当性

環境対策

モニタリング

評価できる点

助言・指導・勧告・命令
の内容

費用対効果は適切か、当初の目標通り管理運営経費が縮減されているか

事故・災害などに対する綿密な危機管理体制が整っているか

19点/25点

376点/500点

小計 98点/125点

18点/25点

設備機能の維持に向けた保守点検に遺漏はないか

再委託されている業務の範囲は適切であるか

20点/25点

区の環境施策を理解し、省エネ省資源など地球資源に配慮した管理運営が
なされているか

適正である　376点/500点（75.2％）

【業務改善に関する事項】

利用者の満足度を図る仕組みや事後評価がなされているか

小計

評価委員総計

職員の指導育成、研修体制は適切であるか

＊総合評価の採点方法（二次評価の合計点）…特に優れている（９割以上）、優れている（８割以上）、適正である（６割以
上）、さらに努力が必要である（４割以上）、改善すべき点がある（４割未満）

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満
１：70％未満）

185点/250点

20点/25点

20点/25点

18点/25点

20点/25点

小計

管理運営経費は、その内訳を含め妥当であり、適正に執行されているか

18点/25点

＊上記以外の採点方法（：５特に優れている（区の求める要求水準を上回っている）、4点：優れている（区の求める要求水準を満たしてい
る）、３適正である（区の求める要求水準を概ね満たしているが、工夫の余地がある）、２さらに努力が必要である（区の求める水準を満た
すために改善努力が必要）、１改善すべき点がある（原点に立ち返り、計画や体制の抜本的な改革が必要）

評価委員会　評価

利用スペースが狭く入浴設備が無い中、利用者に寄り添い工夫して活動がされている。
職場に対する職員の満足度が高く、やりがいの持てる環境となっている。

徳丸高齢者在宅サービスセンターは小学校との交流が以前から行われているが、地域に開かれた交流につ
いても工夫して実施されることが望ましい。
要介護度が低い方が多い施設なので、現在の要介護度を下げるようなプログラム等の工夫をできないか。
利用者確保のために積極的な活動を行うことが望まれる。

19点/25点

18点/25点

20点/25点

【総合評価】

個人情報の保護等に関する指導の徹底等、対策は万全か

利用者の安全についてきめ細かい対策が取られているか

20点/25点

区内事業者の活用、区民の雇用など地域への貢献、地域との連携への考
慮がなされているか



板橋区立高齢者在宅サービスセンター指定管理者総合評価 第2号様式

施設概要

施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理者
所在地

設置目的

行動規範

業務内容

評価結果

評価項目 評価委員合計

【施設の経営方針に関する事項】

理念・方針 22点/25点

施設設置目的との整合
性

20点/25点

利用を促す管理運営 24点/25点

利用者本位の管理運営 20点/25点

86点/100点

経営基盤 20点/25点

職員の雇用形態 21点/25点

19点/25点

18点/25点

19点/25点

評価委員会開催　平成30年10月5日(金）

②職務能力等に対応した適正な給与体系が整っているか

③休暇制度、職場の環境の改善、福利厚生制度等就業状況に配慮がなされ
ているか

①労働法規等を遵守した適正な勤務体制がとられているか

施設の運営に責任の担える安定的な雇用形態がとられているか

板橋区立　成増高齢者在宅サービスセンター
板橋区立　仲町高齢者在宅サービスセンター

板橋区成増4丁目37番1号(成増けやき苑内）
板橋区仲町20番5号(仲町ふれあい館内）

健康生きがい部　介護保険課 平成28年4月1日から平成33年3月31日

職員の労働条件

安定的な経営体力を備え、適正な経営情報の開示がなされているか

評価の視点

２　経営方針に基づく具体的な行動

区立高齢者在宅サービスセンターの目的に沿った事業運営がされているか

利用者増につながる工夫がなされているか

施設は利用者の使いやすい工夫がなされているか

１　施設の現状認識・を取り巻く環境の理解・管理運営の方向性

公共サービス事業提供者としてふさわしい理念・方針が確立されているか

小計

社会福祉法人　奉優会 東京都世田谷区駒沢1丁目4番15号

在宅の高齢者等で、身体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある者が、心身の状況
やその置かれている環境等に応じて最も適切な処遇が受けられることを目的として設置。

（１）関係する法令、条例及び規則の規定を順守し、適正な管理運営を行う。
（２）利用者一人ひとりの状態や意思を反映したサービスと、地域や施設の特性を活かしたサービスにより、利用者
の満足度を高める。
（３）人材の確保・定着・能力開発・活用策を強化し、質の高いサービスを継続して提供できる体制を構築する。
（４）サービス向上、利用者獲得、業務効率化などの経営努力を絶えず行い、介護保険事業を安定して運営できる収
支構造を確立する。
（５）センターの維持管理レベルを高め、安全で快適な施設環境を創出する。
（６）災害、感染症、事故等に対する適切なリスクマネジメントにより、利用者の安心と安全を確保する。

東京都板橋区立高齢者在宅サービスセンター条例第３条に規定する以下の事業
(１)介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護」とい
う。）を行うこと。
(２)法第８条第17項に規定する認知症対応型通所介護（以下「認知症対応型通所介護」という。）を行うこと。
(３)法第115条の45第1項第１号ロに規定する第１号通所介護事業（国基準相当及び区独自基準通所型サービス）
（以下「第１号通所事業」という。）を行うこと。
(４)法第８条の２第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護（以下「介護予防認知症対応型通所介護」とい
う。）を行うこと。

【管理体制に関する事項】



評価項目 評価委員合計評価の視点

職員の研修体制 20点/25点

地域貢献 23点/25点

危機管理体制 19点/25点

情報管理 20点/25点

安全対策 20点/25点

199点/250点

【管理活動に関する事項】

経済性・効率性 20点/25点

妥当性 20点/25点

設備の保守点検 20点/25点

再委託業務の妥当性 20点/25点

環境対策 19点/25点

99点/125点

モニタリング 19点/25点

19点/25点

403点/５００点

評価できる点

助言・指導・勧告・命令
の内容

職員の指導育成、研修体制は適切であるか

小計

区内事業者の活用、区民の雇用など地域への貢献、地域との連携への考慮
がなされているか

事故・災害などに対する綿密な危機管理体制が整っているか

個人情報の保護等に関する指導の徹底等、対策は万全か

利用者の安全についてきめ細かい対策が取られているか

区の環境施策を理解し、省エネ省資源など地球資源に配慮した管理運営がな
されているか

小計

設備機能の維持に向けた保守点検に遺漏はないか

再委託されている業務の範囲は適切であるか

費用対効果は適切か、当初の目標通り管理運営経費が縮減されているか

管理運営経費は、その内訳を含め妥当であり、適正に執行されているか

利用者の満足度を図る仕組みや事後評価がなされているか

小計

評価委員総計

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満 １：70％未満）

評価委員会　評価
総合評価

＊総合評価の採点方法（二次評価の合計点）…特に優れている（９割以上）、優れている（８割以上）、適正である（６割以上）、さら
に努力が必要である（４割以上）、改善すべき点がある（４割未満）

【業務改善に関する事項】

優れている　403点/500点（80.6％）

法人全体で組織づくりができている。
利用者の家族や地域の方を支援する柔軟な対応ができている。
職員が辞めずに続けられる制度が充実している（時短、保育園費用の援助等）
デイ運営のための仕組みづくり、方法など法人としての対応が良い。
利用者だけでなく、家族への支援も充実している（送迎の範囲や時間の対応、夕食の持ち帰りや配膳までする等）

成増高齢者在宅サービスセンターと仲町高齢者在宅サービスセンターで運営に格差があるように見られるので、仲
町は成増の良いところを取り入れて働きやすい環境を整えることが望まれる。

＊上記以外の採点方法（：５特に優れている（区の求める要求水準を上回っている）、4点：優れている（区の求める要求水準を満たしている）、３
適正である（区の求める要求水準を概ね満たしているが、工夫の余地がある）、２さらに努力が必要である（区の求める水準を満たすために改
善努力が必要）、１改善すべき点がある（原点に立ち返り、計画や体制の抜本的な改革が必要）


