
※市民の方に概要がわかるよう、必要に応じて、枠を広げて記載してください。

１　管理運営の状況等

２　提案内容の達成状況

　　（指定管理者から提案のあった項目の達成状況）

○H26年度 利用曜日以外  介護予防教室参加者   浴場利用        理解 求  以降  
  利用要望 継続     利用者理解 求    利用         状況   

○施設内 限   機器 設備 公平 利用  頂    対応      
 （例） 人気          早 者勝         順番 決 時間内  利用 促      
                   機器     独 占              張 紙 声     行  
       互  気持   利用     目 配 対応      

※ローテーションで勤務していますので、職員による対応の違いが生じないよう、申し送りを徹底し対応しています。

（１）利用者の平等な利用の確保

（３）施設の利用実績
　（利用者数、事業内容等）

○地区割    曜日指定利用 原則       利用者 利便性 確保 可能 限 利用        
     利用曜日 変更  気軽 対応      

  介護 高齢支援室 協力     介護保険証 新規発行 発送  時     利用案内 同封  
         ６５歳以上 方 漏   施設利用案内 配布     
  社協広報誌       利用案内 施設行事案内 参加者募集情報 掲載  広 市民 周知     
  更新              地域包括支援        保健室 福祉          各地区
    民生委員児童委員協議会といった高齢者支援機関 団体 配布  利用対象者  周知 図     
  市庁内動画      利用案内 放映 周知     
   FM     利用案内 放送     

（４）市支出額

○地区割    曜日指定利用     利用制限   中  最大限利用       方法     説明
  丁寧 行  利用日 変更     各種    活動 土曜日等      情報 介護予防事業   
 提供しています。

指定管理料　    25,805,000　円

①管理施設の管理運営に関する業務
②生きがい活動、趣味活動、日常訓練及び入浴に関する業務
③福祉バスの運行管理に関する業務
④管理施設の設備及び備品の管理に関する業務
⑤保健及び福祉等の関係機関との連携

名張市老人福祉センター「ふれあい」

達成状況

社会福祉法人　名張市社会福祉協議会
名張市丸之内　７９番地

  利用 問 合       施設理解    見学 機会 設  利用         

（２）指定管理者
　（名称、所在地）

平等利用の確保、利
用者サービス向上
の取組

平成29年度　指定管理施設の管理運営評価表

担当室：福祉子ども部医療福祉総務室

（１）施設名

提案内容

平成２９年度　年間延べ利用者数　  16,173人
開館日数　298日

（５）管理運営の状況

○自主的     活動   活性化     利用日程 活動場所 調整 行     

○多  市民 方 施設利用          広報啓発活動 広 行     

  社協事業               協力     見学会 実施 周知 図     

○     利用者 多 状況    新規 利用者 気軽 参加 利用       職員 声      
   利用していただいています。



 家族 方  連絡 行    利用 見守    方       

・広間の低机に対応して座椅子を活用してもらえるようにしました。

 今年度 浴室 洗 場 浴槽 段差 手摺 増設 行 安全 利用      努     
        高    椅子 増          身長   個人 状況   低 椅子 使     
いう方もおられ 個人 使     応  利用           

 利用環境 

     今年度  地震 想定  訓練 利用者 協力 得 実施            懐中電灯 屋外避難用
     スリッパを設置しました。
 受付 職員 常駐  利用料 徴収 行  円滑 利用 出来             受付場所 血
 圧測定器 置  血圧測定 通  気軽     不安 健康 相談             

 利用者 平均年齢 高       足腰 不安   方 物忘    方   利用時 見守  必要   
方 増加     利用時 継続的 見守  行      

（２）障害者・高齢者等への配慮

老人福祉            老人福祉法 則 社会福祉施設    ６５歳以上 高齢者      
   土曜日  障害者 方 利用        安心 安全 利用      対応      

        歩行器 車椅子等 設置  必要 応 活用          

 介護 付添 必要 方 利用促進    介護者 付添者 利用料金減免 行      
  車椅子  点検 行  安全 利用            

 利用者 意見       意見箱 設置         職員 日常的 意見      努      

 施設利用時  

【入館時】
･携帯電話の使い方で困っているなどの相談に来られる方もおられました。

    体調不良 言     利用   方        声   行動 様子 見守     

 受付時  声   行  必要 応  相談 対応       

 利用者 方 可能 限  現金 持 歩    少       回数券    化             
    利用促進    利用済     応募券    月１回  楽  抽選会  行  当選者   １日
 無料利用券 発行      

 転倒（骨折）  方1名 救急搬送 行     

 AED 設置     急変時 対応 備      日々      行      

 施設内 見回  行       （利用者特性  ）特 入浴時及 入浴後 体調不良 訴       
    浴室 脱衣室     必 ３０分   見回  実施      利用者 状況       頻回  
      浴室利用     抑制 促    対応    事故 未然 防          

 浴室利用時 限   体調不良 訴  方（又 体調 悪   方） 普段 様子 違 方（元気   
  方）等 対   声   相談          行  本人同意   家族 専門機関  連絡調整 情報
  提供 行      状況     連携 継続的 見守  行      

 事業実施後       行 意見    次 計画         

  入浴利用目的 方      転倒  切 傷      入浴利用 来     骨折後 身体 動  不
自由さがありな  来   方     手当  見守  行     

 総合福祉         消防訓練 参画  非常時 避難誘導訓練 行      

 福祉  乗降時 転倒      安全        出  声   介助等 行          忘 物
の     行      

         流行時期   感染予防 啓発 声       使用 手洗    周知     

・必要時には、他の関係機関（地域包括支援センター、まちの保健室、生活支援係、介護保険事業所など）
と情報交換    利用 見守    方       

 希望者 血圧 測定  利用 注意 声        



いきいき書道クラブ（漢字・かな）

社協事業  協力               協力 参加 募  茶道教室  手前 披露 抹茶  菓
子 振 舞  施設見学会 実施  老人福祉     周知 図     

（３）地域活動への支援

レクレーションクラブ

○毎年行     名張地区民生委員児童委員協議会     高齢者      実施 支援     

             新  作成  地域包括支援        保健室 各地区民生委員児童委員協議
  会    高齢者支援機関 団体 配布  利用対象者  周知 図     

 利用者 衛生的 施設 備品 使用       清潔 保持 努      
（１）啓発

ビリヤードサークル

カラオケ教室

  介護 高齢支援室 協力     介護保険証 新規発行 発送  時     利用案内 同封  
    いただ ６５歳以上 方 漏   施設利用案内 配布     

映画会

※延115回、延1,349人が活動されました。
     生 活動意欲         発表会 行     

芸能発表会

     友（茶道）

新春カラオケ大会
七夕カラオケ大会
ビリヤード大会（3回）

○多  市民 方 施設利用          広報啓発活動 広 行     施設効用の最大限
発揮（利用促進、利
用者増など）に向け
た取組

茶道教室

歌謡ショー（川名よう子）

作品発表会

 湯茶(温茶 冷茶） 温湯 提供  自由 利用            食事時 友人  談笑時 利用 
水分補給 利用                 湯 沸   自由 使用            

  社会福祉協議会広報誌       ﾎｰﾑﾍｰｼﾞ 利用案内 施設行事案内 各種教室 案内 参加者募
  集  掲載 広 市民 周知     
（２）生きがい活動支援通所事業

生活相談 受付等   随時利用者     不安等 相談 応     

  市庁内 動画     利用案内 行  周知 行     
  ＦＭ名張 利用案内 行 周知 行     
  問 合  時  見学 要望 日々応      

月1回（月 土）映画   上映 行     
月1回（12月は1週間）入浴剤等で、「替わり湯」を実施しました。

○センターが実施した講座等をきっかけにしたものや、ボランティアの方が主体的にかかわりながら発生したサークルや
  日常 利用者 主   始      活動 支援         参加者 講師 高齢化 伴  継続 
困難   終了            

各種発表会 利用者 発表 交流 場 提供  楽   生    繋     実施     開催
       利用者 方        方 協力   実施     

 替  風呂 日 

ビリヤード大会は、要望に応じて、３回実施しました。

 利用者 買 物 昼食  弁当 持参 対応   食品 保存   冷蔵庫 利用           
 す。

     利用 多  方 活用   福祉   発着時 対応      乗降時 段差 対応     段
差解消      活用  職員 乗降時 見守  必要 応  介助 実施         福祉   
つい  優先的          走行            帰宅時        事前       入
れることはもちろんのこと、乗り遅れてしまう方がないように、施設内の確認と声かけを実施しました。

※歌謡    合   利用促進         味噌汁 
振る舞いを実施しました。

サークル活動などの発表の機会として、作品発表会を実施しま
した。 日頃の練習の成果の発表機会として、七夕カラオケ
大会、新春カラオケ大会、芸能発表を開催しました。

○名張地区 松寿会      大会  実施 支援  毎年行             

                    協力時 見学会 実施  周知 図     



３　施設管理者（名張市）評価

健康管理 介護予防  意識   目的 各介護予防事業時 希望者 発行     

スクエアステップ教室

（４）介護予防・日常生活支援総合事業（独自事業）

歯科衛生士   歯科相談

脳トレのチラシの配布
歯科衛生士会 連携  歯科衛生士    歯科相談 実施     (3回/年）
自由に取り組んでもらえるように パズルや数独などを提供しました。

血圧  記録      上記同様 発行     

１回               協力          

 血圧記録用紙  発行

高齢者 障害者 利用   社会福祉施設    日常業務    運営 保健師 介護員（社会福祉士 
    2級 資格   ） 業務補助職員 4名 配属   施設管理 相談援助   行     
総合福祉     防災訓練 参加  避難誘導 訓練 行        地震 出火 想定 応援要請 
行  受 入  行 訓練 行     
介護予防事業の実施においては、「介護予防運動指導員」の資格を持つ、介護員、保健師が担当しました。また
「スクエアステップ教室」の実施においては、スクエアステップリーダー（ボランティア）の活動を支援しながら「スクエア
ステップ指導員」の資格をもつ介護員が担当しました。

当施設設置機器 特性  適切 点検 行     経年劣化  設備 機器 故障 汚損個所 把握 優
先度 高     補修   行     冷蔵庫 故障   購入     高齢者 高齢化 対応 安全 
入浴利用   手   設置     
日常的 経費削減 取 組     浴室 流水定量化   節水 安全確認    見回 時  蛇口 閉
 忘  確認 行     利用時間 利用状況 合   不必要 電源 切  空調効率 向上     
天窓への日よけシートの取り付けや大型送風機を活用するなど節電に努めました。

 「通所運動支援サービ
スＣ」

今年度              車両 人材 協力 送迎 行 、マシンを活用して
運動器（特 下肢）機能 向上   転倒予防 自立力向上 図 教室 実施  
した。

②介護予防・生活支援サービス事業//通所運動支援サービス（通所型サービスC)事業

（５）介護予防・日常生活総合事業（委託事業）

健康相談 受付にて、希望者に血圧測定・健康相談に応じました。
①一般介護予防事業

心身ともに健康でいきいきと、生涯健康生活を目指すように、三重県地域栄養士連絡
協議会 連携     花見弁当  講話 食事会 実施     ヘルスアップ教室

 私 健康     発行

介護予防啓発チラシの配布 健康    介護予防 意識   知識 普及   配布     

施設管理を的確に
行う人員配置・職員
研修等への取組

一般マシン・トレーニング
教室

利用者要望 応  月 金曜日   曜日  実施 1   ７回     年間６
クール、運動機器を増やし、運動器向上のため実施しました。

施設の適切な維持
管理及び経費節減
への取組

指定管理協定に基づく業務は、適切に実施されています。
利用者の安全確保に対する配慮も適切に行われ、利用環境の向上にも力を入れており、積極的な利用者拡充の取組
への努力が伺えます。
今後も引き続き、より一層のサービス向上に努め、多くの方に利用してもらえる施設となるよう運営を行っていただきた
い。

高齢者 介護予防 目指   H25年 老人福祉     養成       主体
的 教室 継続実施      地域福祉課 連携       活動支援 行   
た。



様式第3号（第2条関係）

（単位：円）

区分 項　　目 予算額 決算額

市受託金収入 25,805,000 25,805,000 老人福祉センター指定管理料

受取利息配当金収入 1,000 670 預金利息

退職給付引当資産取崩収入 460,000 460,000 29年3月末退職職員退職金

備品等購入積立資産取崩収入 1,960,000 1,960,000 浴室手すり設置等固定資産支出費用

収入合計（A) 31,926,000 31,843,675

非常勤職員給与 2,915,619 退職給付支出 460,000

法定福利費 438,019

医薬品 4,739 諸謝金 5,000

保険衛生費 36,372 修繕費 127,656

教養娯楽費 118,779 通信運搬費 6,480

水道光熱費 5,610,444 広報費 36,045

消耗品費 373,497 業務委託費(福祉ﾊﾞｽ他) 16,227,944

器具什器費(加湿器他) 14,904 損害保険料(利用者) 69,304

賃借料 444,528

福利厚生費 8,935 通信運搬費 43,397

職員被服費 13,878 保険料(職員) 17,430

消耗品費 66,537 租税公課 20,800

器具什器費(洗濯機他) 136,080 保守料 23336

未払法人税（県） 25,030

未払法人税（県） 11,013

浴室手すり設置 825,120 ノートパソコン 154,440

業務用冷凍冷蔵庫 311,580

積立資産支出 1,920,000 1,920,000 修繕・備品等積立

事業区分間繰入金支
出

1,299,000 1,299,000

支出合計（B) 31,852,000 31,765,906

※予算額は最終補正予算額

収

入

411,955

名張市老人福祉センター「ふれあい」の管理に関する業務の収支決算書（29年度）

内訳等

3,270,000利用料収入 3,206,050

参加費収入 430,000 カラオケ参加費等

施設利用料

1,130,000 1,291,140

3,881,000 3,813,638

36,043

23,075,692

(A)-（B)
77,769

支

出

収支
74,000

330,393

人件費支出

事業費支出

労務・会計等管理経費負担分

365,000事務費支出

23,220,000

その他支出 37,000

固定資産取得支出


