
平成２５年度

　１　基本情報

　２　管理運営の実績

　　　　①指定管理事業

　　　　①受講者数（人）

　　　　①収入実績（千円）

　　　　②支出実績（千円）

　　　　③収支実績（千円）

　　　　＜処分の状況＞

0件

指定管理者評価シート

施設名 千葉市社会福祉研修センター 指定管理者
千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体
（社会福祉法人　千葉市社会福祉協議会）

指定期間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 所管課 保健福祉局地域福祉課

研修に関する調査研究・情報発信 通年

・「医療・介護連携における協働を促進するた
めの認知スキーム・思考プロセスの研究」（文
科省助成事業）に研究員として参加し、その研
究の一環として「医療介護連携危険予知ト
レーニング」教材を開発するためのワーク
ショップを実施。
・「認知症介護行為の言語化・可視化に向け
た構造的記録・分析方法の開発の研究」に研
究員として参加。研究の一環として「認知症介
護における生活記録の書き方」（講義・演習）
を実施。
・書籍、雑誌、新聞記事等から情報収集し、閲
覧しやすいように展示

研修に関する相談 通年
事業所等の職員研修に関する相談に応じ、講
師の紹介等を行う。

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

研修の企画及び実施 通年（６１研修）
各研修区分（福祉施設職員、専門課題、社会福祉
法人、訪問介護事業所等従事者、行政職員、市民
対象(社会福祉セミナー)）により研修を実施。

（３）収支状況

ハーモニープラザフェスタ 12月14日・15日
ハーモニープラザ内の各施設・団体が連携し、イベ
ントを実施。（社会福祉研修センターは、一般市民
を対象に社会福祉セミナーを実施。）

（２）利用状況

Ｈ２５年度
(A)

Ｈ２４年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

Ｈ２５目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

備考

指定管理委託料 45,934 45,934 100.0%

2,539 2,628 96.6% 2,902 87.5%

合計 45,934 45,934 100.0%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

人件費 30,959 33,586 92.2%

事務費・事業費 12,862 12,348 104.2%

2,113 0 2,113

（４）指定管理者が
行った処分の件数 処分の種別 処分根拠

合計 43,821 45,934 95.4%

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

使用の制限 － －

（５）市への不服申立て 　　　　＜件数＞

　　　　＜概要＞

件数

使用許可 － －

使用不許可 － －
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　　　　＜関連文書の公開状況＞

　　　　＜文書開示申出の状況＞

0 件 0 件 0 件

0 件 0 件 0 件

　３　利用者ニーズ・満足度等の把握

（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果

　ア 調査方法： ６１研修中全ての研修でアンケートもしくはレポート等を実施。

　イ 回答者数： ２，３３０人

　ウ 質問項目：研修に対する評価、要望等（研修により異なる。）

○研修区分ごとのアンケート総合評価結果（５点満点）

　ア　福祉施設職員（３研修）：４．６～４．８（平均４．７）

　イ　専門課題（８研修）：３．８～４．８（平均４．３）

　ウ　社会福祉法人（２研修）：４．２～４．４（平均４．３）

　エ　訪問介護事業所従事者（６研修）：４．２～４．８（平均４．５）

　オ　行政職員（６研修）：３．５～４．４（平均３．９）

　カ　市民対象（３４研修）：４．０～４．８（平均４．４）

○レポートによる結果

　ア　介護指導者養成（２研修）：介護技術の研修時間を増やしてほしいとの希望あり。

（２）市に寄せられた意見、苦情

0 件

基本協定書 ○ ○ －

年次協定書 ○ ○ －

（６）情報公開の状況

文書名
公開方法（場所）

当該施設 市政情報室 左記以外の方法

計算書類 ○ ○ －

定款、寄付行為、その他これらに類するもの ○ ○ 千葉市社会福祉協議会ＨＰ

事業計画書 ○ ○ －

事業報告書 ○ ○ －

①アンケート調査
の実施内容

②調査の結果

③アンケートにより得ら
れた主な意見、苦情と

それへの対応

　ア　福祉施設職員研修について
　介護技術に関する研修において、障害者介護を行っている方の参加の機会を増やしてほしいとの要望があっ
た。
　→障害者介護を行っている方が優先的に受講できる理学療法士による介護技術講座（座位の保持）の研修
を新たに行った。

　イ　訪問介護事業所等従事者研修について
　・研修の受講環境について、節電に伴い、建物全体で空調を控えめにしていたことから室内空調に対しての
要望が多数あった。
　→暖房の入らない１１月などのアンケートでは室内空調に対しての要望（寒い）が多く出て、研修センターにあ
るひざ掛け等の貸出を行った。来年度以降、冬季に実施される研修案内には、温かい服装でお越しいただける
ように案内する。
　・介護指導者研修では、接遇マナーの指導方法等に関する研修時間を増やしてほしいとの意見があった。
　→接遇マナーの基本、人前で話すときの注意事項を学ぶ「接遇マナー・インストラクション」の時間数を増やす
計画をした。（平成２５年度：４時間→平成２６年度：６時間）２６年度はさらに、接遇マナーを指導する場面を例
に、どのように指導すれば良いか具体的に学ぶ時間を増やす。

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室（経由）

　ウ　社会福祉研修セミナーについて
　高齢者の身体機能低下を防ぐための講座への希望が多かった。
　→ロコモ予防等の講座数を２本増加した。
　※ロコモ：運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を「ロコモティブシンドローム」といい、
　進行すると介護が必要になるリスクが高くなる。

①意見、苦情
の収集方法

市ホームページに所管課の連絡先（電話番号、Ｅメールアドレス）を明示。
市への意見や苦情は、電話、Ｅメール、市長への手紙等で行われる。

②意見、苦情の数

③主な意見、苦情と
それへの対応
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　４　指定管理者による自己評価

　５　市による評価

・介護保険制度改正後、訪問介護事業所の多くは、人材不足等で研修参加が難しい状況にあり、本研修センターでも、訪問介護事業
所従事者研修においては、全体的に受講者数、受講率ともに前年度を下回った。また、新たに２階層で開講した全社協・標準プログラ
ム「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」がまだ浸透せず、定員を下回ることとなった。

・このため、全体として受講者数、受講率が前年より下回ったが、定員を下回っている講座でも、参加者の満足度は高かった。

・法改正に対応した研修、サービス向上のための技術習得研修、組織力向上をテーマにした研修を実施するなど、現状に即した研修を
実施することができた。

・指導監督者層の新人育成研修等の指導力向上研修に努めた。「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」は来年度以降も継続実
施して研修の定着を図ることにより、人材の定着、確保につなげたい。

・受講者増に向けて、固定した講師による一貫した研修内容を市内事業所に供給し、市内事業所の職員研修計画として組み込まれる
ように働きかけた。

・都道府県や政令指定都市の研修実施機関の代表者会議、首都圏福祉人材研修機関担当者連絡会に出席し、研修の方向性やあり
方等を協議する中で情報収集を図ることができ、有意義な情報交換を持つことができた。また、他県市の研修実施機関の研修を聴講
するなどの情報交換、情報収集の機会をもった。

・職員の能力向上のため、調査研究、多数の研修に参加し、研修に反映した。

評価
※１ A 所見

・福祉施設における人材の定着・確保のため、福祉施設職員研修について、各階層で質及び量ともに
拡充していることは、高く評価できる。

・訪問介護事業者の増加に伴い研修対象者が増える中、各訪問介護事業所においては人手不足の状
況にあり、該当研修の受講者の確保に苦慮し、受講者数・受講率が低下しているが、参加者の満足度
が概ね高く、また、平成２６年度においては、試験的に日曜日の研修を実施したり短時間の研修を企画
し、参加しやすい方法を探っていることから、今後に期待する。

・事業計画に基づき適切に研修を企画し実施するとともに、その講座案内についてチラシ・ホームペー
ジ等を活用して情報提供しており、受講者の増加に努めていると評価できる。

・アンケート結果を次期研修内容に活かしていることは評価でき、受講促進及び満足度向上に繋がると
期待できる。

・職員の能力向上のため、各種研修に参加しており、更にはそれを研修内容の充実及び講師発掘の
機会としても活かしていることは評価できる。

　履行状況の確認

確　　認　　事　　項
履行状況

※２
備　　　考

（１）市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理、その他市長が定める基準

関係法令等の遵守

情報公開 2
千葉市情報公開条例および千葉市指定管理
者情報公開規程に沿って実施している。

個人情報保護 2

個人情報保護法や千葉市個人情報保護条例
の趣旨に沿って、「個人情報に関する基本方
針（プライバシーポリシー）」を制定しており遵
守に取り組んでいる。

モニタリング等の実施

アンケートの実施 2
研修後アンケートを実施し、その結果を次期
研修に活かしている。

自己評価の実施 2 毎月及び年度終了後に実施。

苦情解決体制 2
苦情受付担当者・苦情解決責任者及び第三
者委員を設置している。

市内業者の育成
市内業者の登用 2

資材の購入等において、市内業者の利用に
努めている。

施設としての障害者雇用はないが、指定管理
者たる法人としては新たに障害者を雇用し、
平成２５年度末現在法定雇用率を達成できて
いる。

男女の均等な機会と待遇の確保 2
男女の均等な機会と待遇の確保に努めてい
る。

複合施設の管理協力
体制の構築

ハーモニープラザ内の他施設との管理協力体
制の構築 2

ハーモニープラザを構成する各施設で管理運
営共同事業体協議会や管理運営会議、各種
委員会を開催し、協力体制を図っている。

市内雇用・継続雇用へ
の配慮、障害者雇用の
確保、男女共同参画の

推進

市内雇用 2 市内在住者を雇用している。

継続雇用 2 業務従事者を引き続き雇用している。

障害者雇用 2

3



（２）施設の効用の発揮、施設管理能力

利用者サービスの
向上

図書コーナー等の設置 2
社会福祉関係の図書及び記事等を収集し、閲
覧用として配架。講座情報の提供。

無料配布物品の積極的取り寄せ、提供 2
熱中症予防クリアファイル、製薬会社発行の
認知症介護のための情報誌、健康カレンダー
等を積極的に取り寄せ提供。

利用者サービスの向上への取組み 2

希望に応じて、障害のある受講者への手話通
訳の配置や講義録音テープの提供を行うこと
としているほか、受講の際に座席の配慮をし
ている。
ＨＰから受講申込書をダウンロードできるよう
にしている。

利用促進の方策
パンフレットの作成 2

市民対象の研修では、案内チラシを作成し、
施設に設けている図書コーナーや関係施設で
の配布、ホームページへの掲載等、情報提供
に努めている。事業所対象研修は、市内事業
所へ案内書を送付し、ホームページへも掲載
している。

施設ホームページの作成 2
研修の実施ごとにホームページを更新し、情
報提供に努めている。

社会福祉士の資格を有する職員を配置すると
ともに、資格取得助成制度を設けている。

管理業務の実施
備品管理 2

調理実習室の備品台帳を作成し、定期的に
チェックしている。

職員の配置・能力向上

職員配置 2 計画通り適正に職員を配置している。

人材育成・研修 2
全社協等主催の研修へ参加するとともに、大
学での研究に研究員として協力参加してい
る。

専門職員の確保 2

事業の実施

社会福祉制度の変更や新基準に対応した研修 2

介護サービスの法改正に対応した業務範囲に
ついての研修、新・社会福祉法人会計基準に
対応した研修、改定された腰痛予防対策指針
に対応した研修を実施。

社会福祉従事者として必要な職業倫理に関す
る研修 2

法令遵守・虐待防止等の人権擁護・説明責任
について、階層別研修において実施。

参加型の手法や実技を取り入れた研修 2

社会福祉研修に関する相談 2
施設・事業所等からの相談に対応し、講師紹
介等を行っている。

ハーモニープラザフェスタ 2
ハーモニープラザ内の各施設・団体と連携し、
適切に実施している。

グループワークや実技演習など実践に活かせ
る研修の実施。

職場研修の指導者の育成 2
介護指導者養成研修修了者は、市民向けセミ
ナーの講師及びスタッフとして参加。

社会福祉研修に関する調査研究・情報発信 2

職員１名が文部科学省補助金対象の研究等
に参加。研究の一環としてワークショップを実
施し、市内福祉施設、訪問介護事業所等から
の参加を得た。
職員２名が「認知症介護行為の言語化・可視
化に向けた構造的記録・分析方法の開発の
研究」に研究員として参加。研究の一環として
「記録の書き方講座」を実施し、市内福祉施設
からの参加を得た。

緊急対応マニュアルに基づいて緊急時の体制
を整備している。

地域との連携
地域住民との交流 2

ハーモニープラザフェスタの開催等、地域住
民との共同研究を行っている。

緊急時の対応

避難訓練の実施 2
ハーモニープラザ全体で年に２回防災訓練を
実施している。

マニュアルの整備 2
災害、事故、感染症等緊急時に備え、緊急対
応マニュアルを整備している。

緊急時の体制 2
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※１　評価の基準について

　Ｓ…仕様、事業計画を超える実績・成果が認められるなど、管理運営が特に良好に行われていた。

　Ａ…概ね仕様、事業計画通りの実績・成果が認められ、管理運営が良好に行われていた。

　Ｂ…仕様、事業計画通りの実績・成果が認められず、管理運営に関して改善を要する事項があった。

※２　履行状況について

　３点・・・仕様、提案を上回る実績・成果があった　　

　２点・・・仕様、提案どおりの実績・成果があった　

　１点・・・仕様、提案どおりの管理運営が行われなかった

　６　保健福祉局指定管理者選定評価委員会の意見

合計 64
平均 2

・財務状況については、本委員会に提出された財務諸表等の資料を確認した範囲では、倒産や撤退等のリスクは認められず、特段の
問題はないと認められる。
・管理運営については、概ね適切に管理が行われていると認められるが、次の事項に留意されたい。
①弾力的な運用によって、受講機会の拡充を図るよう今後も検討をお願いしたい。

（３）管理経費の縮減

支出見積の妥当性
計画的な予算の執行 2

費目ごとの支出額に増減はあるが、総額で
は、概ね計画通りに予算が執行されている。
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