
評価項目及び評価基準（①医療施設）

東京都リハビリテーション病院

（東京都墨田区堤通二丁目14番１号）

公益社団法人東京都医師会

【評価項目】
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【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 医療施設（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項
等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

基本協定に基づき、適切な人員配置を確保
している。

○業務の履行は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

・適切な医療が提供されているか

・患者状況に応じた診療・看護計画の策定・記録を行っている ・基本協定、年度協定及び事業実施計画に
基づき、患者中心の医療が推進されている。
特に、平成28年4月から開始した365日リハビ
リテーション体制（月曜日から土曜日までの
実施に加え、日曜日及び祝日も同等の訓練
体制）を継続して実施し、患者サービスの一
層の向上を図っている。
・職員接遇に関する苦情については、個人が
特定できれば注意し、その他職場内で情報
を共有し、注意喚起を行っている。
・より充実した医療の提供のため、令和２年８
月に６階病棟において診療報酬加算「体制
強化加算２」（1,200円／人日）を取得した。

・患者中心の医療が推進されている。
・患者の意向（意見・要望・苦情）を把握し、適切に対応している

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重している

・医事・診療報酬請求事務の適切な管理を行っている

・患者に重大な影響を及ぼす事故等が発生しなかった

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及
び整備を含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関する
要領」等に基づき、適切に管理されている

基本協定及び事業実施計画に基づき、適切
に管理しており、施設・設備関係の苦情につ
いては、可能な限り即時に対応している。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○医療機関として守るべきことを明確にし、その達成に
取り組んでいるか

・医療機関の従事者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、職員
の理解が深まるように取り組んでいる。

×1 ○

・診療報酬改定に係る説明会や、新型コロナ
ウイルス対策連絡会等、適宜検討実施して
いる。
・医療従事者研修については、法令により定
められた研修や業務上重要な研修（個人情
報保護や情報セキュリティ等）を悉皆研修と
して実施していることに加え、専門的業務研
修についても、各部門において計画的に企
画実施している。

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○情報の保護、共有に取り組んでいるか
・事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている
・個人情報の管理に関し定期的に点検を行っている

基本協定に基づき、定期報告を滞りなく提出
しているとともに、診療報酬や各種法令に基
づく届出について、適切な時期及び内容の
届出を行っている。

○医療サービス情報を提供しているか
・提供する情報を常に 新のものになるよう見直している
・提供する情報の表記や内容を分かりやすいものにしている

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告が
なされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取っている

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか

・リスクに対し必要な対策をとっている
・関係法令の遵守体制を整備している
・所定の委員会を開催し、情報共有・事故防止策の検討等を行って
いる（年１回）

・週１回、病院長を委員長とする「拡大院内
感染予防対策委員会（新型コロナ対策会
議）」を開催し、行政の動きや感染状況等を
踏まえた業務運営方針の見直し、設備等の
整備、委託業者を含む全職員に対する感染
予防の徹底や熱発のときの対処などの指導
を行っている。
・事業実施計画に基づき、防災訓練を実施し
ている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必
要な取組を行っているか

・法令等に定める基準により適切に管理されている
・防災訓練を実施している（年１回）
・医療機器等に関する職員への研修を実施している

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

・基本協定、年度協定及び事業実施計画に
基づき、適切な経理処理、物品管理及び整
備保管がされている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保全物品整理簿を整備している
・使用不適品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管してい
る

事業効果
サービス
内容の向
上

患者の意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○患者の意向や地域・事業環境に関する情報を収集・
活用し、サービス内容が向上しているか

・利用者満足度が７０％以上である

「退院時患者アンケート」を実施し、月ごとに
集計している。患者の総合満足度は、４段階
評価で上位２項目合わせて96.1％であった。
また、理学療法士、作業療法士及び言語聴
覚士の対応については、５段階評価で上位２
項目合わせて93.5％であり、患者の高い満
足度の元、施設運営がなされている。

特記事項

・平成31年度から地域リハビリテーション支援センターとしての機能を強化した。令和２年度は都内12圏域の支援センター向けに研修を開催し、また連絡会では各センターの課題を共有するなど中核的な役割を担った。
・新型コロナウイルス感染者を出さずに、病院の本質である「充実したリハビリテーション医療の提供」を遂行するため、策を尽くした。
・面会を禁止しているため、入院患者の精神的なサポートとして、看護部では感染予防対策を講じながらクリスマスイベントやサンセットレク（夕食前の自由時間に行うレクリエーション）などを企画し、給食も季節を感じられるメ
ニューなど工夫を凝らしている。
・また、令和３年４月からの実施となったが、スマートフォン等のモバイルツールを使えない高齢者等のために、病棟でオンライン面会ができるよう体制整備を行った。

要改善事項等 なし

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
B

S A B C

20点 27点以上
25点以上
26点以下

18点以上
24点以下

17点以下 23点

事業者の
財務状況

受託法人として十分な資産を有するなど、適切な財務状況が確保されている。

特命要件の継続

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（①医療施設）

東京都立心身障害者口腔保健センター
東京都新宿区神楽河岸１－１

公益社団法人東京都歯科医師会

【評価項目】
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【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 歯科診療所
（所在地）

指定管理者

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

・患者中心の医療が推進されている。
・患者の意向（意見・要望・苦情）を把握し、適切に対応している

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重している

・医事・診療報酬請求事務の適切な管理を行っている

・患者に重大な影響を及ぼす事故等が発生しなかった

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等
を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

関係法令等に基づき、適切に配置されており、
都へ適宜報告している。

○業務の履行は適切か

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○医療機関として守るべきことを明確にし、その達成に
取り組んでいるか

・医療機関の従事者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、職
員の理解が深まるように取り組んでいる。

×1

・適切な医療が提供されているか

・患者状況に応じた診療・看護計画の策定・記録を行っている 地域の医療機関では受入れの難しいスペシャ
ルニーズのある患者に対応している。全身麻酔
や静脈内鎮静麻酔法を活用し、患者負担の軽
減に努めている。
個々の状況に応じ、診療計画を策定し、個人の
尊厳を尊重し診療を行っている。治療方針等の
説明では、満足度が95%（患者アンケート）と非
常に高い評価を得ている。
また、可能な患者に対しては、地域移行計画書
を作成し、住み慣れた身近な場所で治療を継続
できるよう協力医療機関を紹介する等、協力医
との連携を行っている。
患者アンケートによる意見等については、集積
し、関係する委員会で協議の上対応する等、組
織的に患者ニーズを把握し、対応している。

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○情報の保護、共有に取り組んでいるか
・事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしている
・個人情報の管理に関し定期的に点検を行っている

個人情報の管理状況について、年2回の点検の
実施に加え、研修や個人情報保護管理委員会
の開催により個人情報の保護、共有に取組んで
いる。協定に基づく定期の報告、医療法等に基
づく届出等を適切に行っている。事故発生時の
連絡チャート表に基づき、ヒヤリ・ハット事例につ
いても、都や東京都歯科医師会に適時報告して
いる。

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及
び整備を含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理されている

協定等に基づき、適切に管理されている。さら
に、施設設備・機器整備委員会（年１２回）にお
いて備品更新計画を策定する外、年間保守計
画に基づき機器の保守点検を徹底している。

○医療サービス情報を提供しているか
・提供する情報を常に 新のものになるよう見直している
・提供する情報の表記や内容を分かりやすいものにしている

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告
がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取っている

〇
障害者等のスペシャルニーズのある患者に対
応するため、日々、法・規範・倫理を遵守し職務
を行っている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について
必要な取組を行っているか

・法令等に定める基準により適切に管理されている
・防災訓練を実施している（年１回）
・医療機器等に関する職員への研修を実施している

財務・財
産の状況

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している 指定管理料の会計処理については、特別会計

を設け適切に管理している。
物品は、基本協定に基づき適切に管理・報告す
るとともに、経理に関する書類等は適切に管理・
保管している。

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか

・リスクに対し必要な対策をとっている
・関係法令の遵守体制を整備している
・所定の委員会を開催し、情報共有・事故防止策の検討等を行って
いる（年１回）

医療安全委員会（年15回開催）において、インシ
デント事例の集約、事故防止策検討、職員への
周知を行い事故防止に努めている。院内感染
予防対策マニュアルを 新の知見等に照らし随
時見直すなど、感染予防に努めている。また、
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大状況を踏まえて、診療・研修の各部門に
おいて、環境整備や運営等配慮して、様々感染
症対策を行った。防災訓練については、実働の
訓練の開催が難しかったため、防災に関する講
演会をWeb形式で実施した。その他、全職員を
対象とした緊急時対応（救命救急）研修を年1回
実施している。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保全物品整理簿を整備している
・使用不適品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管して
いる

事業効果
サービス
内容の向
上

患者の意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○患者の意向や地域・事業環境に関する情報を収集・
活用し、サービス内容が向上しているか

・利用者満足度が７０％以上である

患者・家族を対象とした来院時アンケートでは、
センターに対する満足度は89%、診療中のスタッ
フの態度に関する満足度は97%と非常に高い評
価を得ている。来院時アンケート調査の患者要
望に対する改善内容や回答を取りまとめ、院内
掲示及び待合室のディスプレイで流すなどサー
ビスの向上に努めている。

特記事項

・専門スタッフを揃え、地域の医療機関では受入れの難しいスペシャルニーズのある患者に対応し、必要に応じ、全身麻酔や鎮静下で、安全で質の高い診療サービスを提供している。（令和2年度実績　全身麻酔：154件・静脈内
鎮静法：404件）
・歯科医療従事者及び一般都民を対象とした教育研修にも力を入れており、障害者歯科医療従事者養成、障害者歯科医療理解、かかりつけ歯科医の支援・医療連携の推進に取組んでいる。センター内だけではなく、障害者施
設等へ赴き、施設職員、家族に対し障害者の口腔保健の理解を深めるための地域派遣研修を実施している。（研修：19コース、受講者延べ430人）
• 患者が住み慣れた身近な地域で治療を継続できるよう、地域での予防管理、治療が可能な患者に対しては、地域移行計画書を作成し、計画的な治療、指導訓練を実施し協力医療機関を紹介する等、協力医との連携を行って
いる。

要改善事項等

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
B

24点

事業者の
財務状況

受託法人として、十分な資産を有するなど、適切な財務状況が確保されている。

特命要件の継続

S A B C

20点 27点以上
25点以上
26点以下

18点以上
24点以下

17点以下

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都石神井学園
（東京都練馬区石神井台３－３５－２３）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 児童養護施設
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事
項等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か

・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されて
いる
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処して
いる

法令等に基づく職員配置基準どおりに適
切に配置されている

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の
標準項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上で
ある

・令和元年度の事故の振り返りを主とした
研修会を全職員対象に実施するなど、支
援の改善を図っている。
・また、連携型専門ケアモデル事業にて、
学校との連携強化を図るため、令和2年度
から、家事代行サービスを活用することに
より、日中、寮職員が授業に立ち合い、児
童の不穏時の対応を行うなど、支援の向
上を図っている。,

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理
に関する要領」等に基づき、適切に管理されている

・都と連携して、全面改築工事の進行管理
を適切に行った。
・また、改築工事の区画や動線の工夫等
により児童及び来園者の安全確保を図っ
ている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の
標準項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上で
ある

・令和元年度の事故の反省より、寮運営
の状況確認や問題の早期発見・早期改善
を図るため、管理監督者が、定期的に21
時30分以降、寮を訪問し状況確認を行っ
ている。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の
標準項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上で
ある ・個人情報保護法の趣旨を踏まえた規定・

体制を整え対応している。
・ウェブサイトの情報が充実し、学園の取
り組みを広く知らせる内容となっている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やか
な報告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を
取っている

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の
標準項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上で
ある

・新型コロナウィルス感染予防に際し、児
童の通う学校等で感染者が出た時には臨
時の運営会議を実施し情報共有を図ると
ともに、当該寮の支援体制の確認を行っ
ている。　　　　　　　　　・一部のフロアに、
見守りカメラと人感センサーを設置し、児
童の安心安全を図っている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所
定回数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備して
いる

経理・物品関係の書類は、基本協定に基
づいて処理されており、適切に経理処理
及び財産管理が行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保
管している

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の
標準項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上で
ある

外部研修への参加、各種プログラムのト
レーナー資格を有する職員による内部研
修を積極的に実施し、支援の向上を図っ
ている。

特記事項

令和元年度、重大事故があったが、園全体で事故の振り返りを行い、指導検査等で指摘があった事項も含め支援の改善を図っている。また、重篤な愛着障害等がある児童を対象とした生活支援・医療・教育を一体的に支
援する「連携型専門ケア機能モデル事業」を実施し、他の児童養護施設等で施設不調をきたした児童を積極的に受け入れ、支援を行っている。特に、令和2年度は、前年度の反省を活かし、学校との連携を強化するため、
日中、学校にて児童が不穏な状況になった時に寮職員が対応できるよう勤務体制の整備を図った。さらに、医師の助言や研修等での学びから、強度行動障害児への支援で用いられているスキャッタープロットや包括的暴
力防止プログラムをを積極的に取り入れ、支援の向上を図るとともに、検討委員会を年５回実施し、専門的支援を取りまとめ、一般寮への活用を図っている。

要改善事項等
①職員の不適切な支援や行為を感知した場合における職員間での指導や情報共有、管理監督者への報告の方法などについての検討及び組織的に早期改善を図る体制の整備　②職員及び児童のスマートフォンの使用
等に際して適切な環境の整備　③職員の不適切な支援や行為を抑止し、また早期に感知するための仕組みの構築　④日常の支援において課題のある職員の育成方法の検討　⑤検討した改善の方策について、新規採
用職員や人事異動で新たに配属された職員にも確実に引き継がれるための研修等における周知徹底

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上

特命要件の継続 公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため。継続有。

26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 26点

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都小山児童学園

（東京都東久留米市野火止２-２２－２６）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項
等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令等に基づく職員配置基準どおりに適切
に配置されている

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・利用者本位のサービス提供のため、アセス
メントを行い課題を明示し対応している。
・令和２年度、「記録の書き方の手引き」を改
訂し、全職員へ配布するとともに、記録の書
き方の研修を行い、記録の目的・内容・ポイ
ント・手順などの共有を図っている。
・令和２年度は、各年齢層に応じた内容の性
教育を実施し、支援の充実を図っている。
・入所児童に対して不適切な支援が行われ
た。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備
を含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

老朽化した施設・設備の修繕を行い、良好な
環境を維持している。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、
その達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・毎月連絡会で必ず職員倫理網領・体罰防
止規定等を音読し職員に法令遵守を徹底し
ている。○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか
（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・個人情報を保護する重要性を繰り返し職員
に周知徹底しボランティア等にも伝えている。
・学園での生活状況を学園だよりやブログで
紹介している。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取って
いる

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・令和２年度は、「処遇記録システム」上でイ
ンシデントレポートの提出や統計処理ができ
るようシステム改良を行い、事故の発生予防
と注意喚起・啓発に取り組んでいる。
・新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、各
種フローチャート等を作成して対策を行うとと
もに、支援場面での感染症対策の徹底と保
護者、関係機関への協力要請を行っている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

経理・物品関係の書類は、基本協定に基づ
いて処理されており、適切に経理処理及び財
産管理が行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・令和２年度、小・中・高校生を対象に、外部
団体の講師によるSNS講座を開催し支援向
上を図った。
・また、職員の知識と理解を深めるため、性
教育に関する研修や事例検討を積極的に実
施している。

特記事項
年間を通して９５％以上の高い入所率となるなど、公的役割として、一時保護も含め積極的な受入れ対応を行っている。特に、児童福祉法28条での入所等施設名を秘匿にし、保護者対応に特別な配慮を要する児童は15人おり、
児童相談所など関係機関と連携を密にし対応を図っている。また、中学高校生の入所児童に占める割合は６０％を超え、慢性疾患を抱えた児童も９人在籍しているなど、民間児童養護施設では対応困難な児童について積極的
に受け入れ、支援を行っている。さらに、退所児童９０人に対し来園及び訪問または電話連絡等により現状の把握や支援を行うなど、コロナ禍で生活が不安定になりやすい退所児童へのアフターケアの充実にも取り組んでいる。

要改善事項等
①夜間業務従事者における6ヶ月以内毎の健康診断の実施　　②特殊建築物及び建築設備等の定期報告　　③入所児童の入所時健康診断の記録整備　④小学生に対する不適切な支援　⑤幼児への不適切なクールダウン対
応

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 21点

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

特命要件の継続 公的役割を果たす施設として、都の政策との連動性及び管理運営の特殊性が高く、利用者への長期的な安定したサービス提供が求められるため。継続有。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改善
の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都船形学園
（千葉県館山市船形１３７７）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 児童養護施設
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事
項等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令等に基づく職員配置基準どおりに適
切に配置されている

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・心理士や看護師などの専門職の意見を
とりいれながら、アセスメントを行ってい
る。　　　　　　　・入所時から退所後を見据
えた計画的な支援と、退所後の継続的な
関わりを実践している。
・令和２年度より、卒園生連絡用スマート
フォンを導入し、SNSを活用し、アフターケ
アの充実を図っている。
・また、令和2年度は、外部スーパーバイ
ズを招き、事例検討を実施し、支援向上を
図っている。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理されている

・老朽化した施設・設備の修繕を行い、良
好な環境を維持している。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・虐待防止規定を設けるとともに、朝礼の
場で養護理念の読み合わせを行うなど、
職員による虐待防止の徹底に取り組んで
いる。○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・個人情報保護強化を月間目標にして漏
えい防止に取り組んでいる。
・ホームページを更新し、パンフレットを用
意し、分かり易い情報提供に努めている.
・令和２年度より、施設内共有サーバーを
活用し、子どもに関する様々な情報を一括
して共有し、支援に活かしている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告
がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・令和２年度より、ヒヤリハット報告書を電
子化するとともに、報告事例を内容や時間
帯別に分けて集約し、会議の場で情報発
信して注意喚起を図っている。
・新型コロナウィルス感染防止に際し、毎
日の職員、児童の健康管理の記録、外泊
児童は、帰園後３日間の個室での健康観
察を行い、感染防止の徹底を図っている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

経理・物品関係の書類は、基本協定に基
づいて処理されており、適切に経理処理
及び財産管理が行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管して
いる

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

地元の学校や社会福祉協議会等から地
域の情報を収集し、利用者の支援に活用
している。

特記事項
入所児童中被虐待歴がある児童が９０％を超え、また、保護者対応に特別な配慮を必要とする施設名を秘匿にしている児童が４０％を占めているなど、公的役割として、対応困難な児童を積極的に受入れ支援を行ってい
る。また、令和２年度はコロナ禍で、外出等が中止となる中、「船学２０２０」と題し、子どもの意向を取り入れながら工夫して行事を行うなど支援の充実を図っている。さらに、令和２年度より、卒園生連絡用スマートフォンを導
入し、アフターケアの充実を図り、コロナ禍で、生活が不安定になりがちな卒園児童への支援に積極的に取り組んでいる。

要改善事項等 夜間想定の避難訓練の実施

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 24点

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

特命要件の継続 頻繁な法人交代を避け、処遇の継続性と施設の安定性を確保する必要があるため。継続有。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改
善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都八街学園

（千葉県八街市八街に１５１）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 ○

×1 ○

×1 〇

×1 ○

×1 〇

×1 ○

×1 〇

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 〇

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事
項等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令等に基づく職員配置基準どおりに適
切に配置されている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・入所時から退所後のアフターケアまで見
通して、継続的な支援をしている。
・児童精神科医、児童相談所等と個々の
状況を共有し、心理面、発達面を支援して
いる。
・自立支援計画に性教育の取り組みをい
れ、自分を大切にすることを子供たちに伝
えている。
・令和２年度は、外部専門家を講師に招
き、グループワーク形式での事例検討を
実施し、業務を標準化し、支援の充実を
図っている。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

・老朽化した施設・設備の修繕を行い、良
好な環境を維持している。
・新型コロナウィルス感染防止による学校
休校への対応を図るため、早期にオンライ
ン学習のためのWI-FI等の環境整備を
図っている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・第三者委員による定期的な相談や苦情
悩みポストを設置し相談しやすい体制を整
えている。○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・個人情報の外部への送付は、二重チェッ
クし、書留郵便の送付で漏えい防止に取
り組んでいる。
・令和２年度、コロナウィルス感染予防に
ついて、こども向けポスターを作成し、生
活上の留意点を分かり易く伝え、手洗い
指導等の感染対策の徹底を図っている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・子供の生命・身体の安全確保に重点を
おいてリスク管理対策に取り組んでいる。
・新型コロナウィルス感染症対策として、
感染症発生時に即時対応できるよう、生
活支援職員に分かり易い形のイラスト入り
の資料や必要な衛生資材をまとめて配布
するなど、感染症対策の徹底を図ってい
る。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

経理・物品関係の書類は、基本協定に基
づいて処理されており、適切に経理処理
及び財産管理が行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・外部講師による職員対象のマナー研修
を実施し、マナー向上を図るとともに、朝
会等にて職員が児童にとってロールモデ
ルになるよう話し合いを継続し、支援の向
上を図っている。

特記事項

令和２年度入所児童中８０％が被虐待児童であり、特別に支援の必要な児童が全体の４８％を占めるなど、公的役割として、積極的に民間児童養護施設では対応困難な児童への支援を行ってきている。特に、令和２年度
は、グループワーク形式での事例検討を実施することで、職員一人一人が、自分自身の支援を積極的に振り返り、施設として支援の標準化を図っている。また、新型コロナウィルス感染防止にむけ、子どもが分かり易く情報
をえられるよう対応を図るとともに、緊急事態宣言に伴う学校休校にあたっては、オンライン学習ができるよう、積極的に施設内の環境整備に取り組んでいる。さらに、職員が児童にとって「大人としてのロールモデル」になる
よう、外部講師による研修を積極的に行い、職員の意識改革に取り組んでいる。

要改善事項等 なし

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 26点

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

特命要件の継続 頻繁な法人交代を避け、処遇の継続性と施設の安定性を確保する必要があるため。継続有。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都勝山学園

（千葉県安房郡鋸南町下佐久間１４６９）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 児童養護施設（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事
項等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令等に基づく職員配置基準どおりに適
切に配置されている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・入所後の生活を見据えた事前面接を行
い、子供の気持ちを丁寧に聞き取ってい
る。
・入所時から子供と保護者等との交流を促
進し、親子宿泊室も活用して、親子の絆の
構築に努めている。
・退所までのスケジュール管理及びアフ
ターケアについても計画的に実施してい
る。
・令和２年度、性教育ガイドラインを策定
し、子どもへの性教育の充実を図ってい
る。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

老朽化した施設・設備の修繕を行い、良好
な環境を維持している。特に、令和元年
度、台風被害のあった箇所について修繕を
図っている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

苦情解決の仕組みを整え、透明性を十分
確保しながら運用している。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・個人情報保護方針及び電子個人情報の
管理に関する取扱要領を定めるとともに、
事故点検や事故事例等を職員に周知し取
組みの徹底を図っている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取って
いる

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・令和2年度、感染症対策マニュアルの改
訂を行い、新型コロナウィルス感染防止の
徹底を図った。
・体育館裏など死角になるところにフラッ
シュライトを設置し、防犯対策を強化してい
る。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

経理・物品関係の書類は、基本協定に基
づいて処理されており、適切に経理処理及
び財産管理が行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

令和２年度、これまでのよい支援をまとめ
た事例集「子どものココロ宛てレポート」を
策定し、支援の向上を図っている。

特記事項
令和２年度は、サブマネージャーをグループリーダーとし。部門長とグループリーダー体制へ移行するなど、次世代を担う若いリーダーが活躍し、職員が主体性をもって取り組める体制の整備に取り組んでいる。また、様々
な場面で子供の意思を確認し、自立して生きる力につながる自己選択、自己決定ができるよう支援に取り組んでいる。さらに、令和2年度より、重大事故ゼロを目標に、毎月の職員同士の意見交換やセルフチェックを継続し
支援向上に努めている。

要改善事項等 特殊建築物及び建築設備等の定期報告

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 24点

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

特命要件の継続 頻繁な法人交代を避け、処遇の継続性と施設の安定性を確保する必要があるため。継続有。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都片瀬学園
（神奈川県藤沢市片瀬４-９-３８）

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 児童養護施設
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事
項等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令等に基づく職員配置基準どおりに適
切に配置されている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・養育と支援の課題の明確化を行い、子
供の状況を多面的に把握し、支援計画を
策定している。
・子供の主体的な生活に配慮し、必要に
応じ、個別の時間を設け、情緒の安定に
努めている。
・令和２年度は、常勤心理職員を１名増員
し、ニーズの高い子ども全員に心理療法
を実施するなど、心理的ケアの充実を図っ
ている。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理されている

老朽化した施設・設備の修繕を行い、良好
な環境を維持している。特に、令和2年度
は、児童棟5寮の床を張り替えるとともに、
汚れや破損等がある箇所について、壁紙
の張替えや戸棚の補修などを行ってい
る。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

第三者委員による相談や意見箱による改
善行動を児童に浸透させている。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・「個人情報の適正管理に向けた留意事
項」により対応内容を明確にしている。
・入所児童の年齢に応じた「生活のしおり」
で具体的にイメージできる配慮をしてい
る。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告
がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である ・令和２年度は新たに、洪水時の避難確

保計画を策定し、高台への避難訓練を実
施するなど、避難訓練の充実を図ってい
る。○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取

組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

経理・物品関係の書類は、基本協定に基
づいて処理されており、適切に経理処理
及び財産管理が行われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管して
いる

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

コロナ禍により生活が制限される中、寮ご
との行事や少人数の外出等、子どもが体
を動かし楽しめる配慮を積極的に行って
いる。

特記事項
入所児童中90%以上の児童が被虐待歴を有し、医療的支援を要する児童が19人在籍しているなど、東京都のセーフティネットとして、民間児童養護施設では対応困難な児童を積極的に受け入れ、支援を行っている。また、支
援向上のため、ケースの振り返りを組織的に行うとともに、令和2年度より常勤心理職員を１名増員し、心理職員男女２名体制とし、心理的ケアの充実を図っている。さらに、コロナ禍により、行事や生活が制限される中、子ど
もが施設内で閉じこもりストレスを抱えないよう、行事や生活を工夫するなど、積極的な対応を図っている。

要改善事項等 なし

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 24点

事業者の
財務状況

特段の問題は見当たらない。

特命要件の継続 頻繁な法人交代を避け、処遇の継続性と施設の安定性を確保する必要があるため。継続有。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改
善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都東村山福祉園
（東京都東村山市萩山町一丁目３５番地１）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 ○

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 ○

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 福祉型障害児入所施設
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項
等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

　事業所が目指す経営・サービスを実現する
ために必要な人材構成としているほか、人員
に変更があった場合、所定の期限までに都に
報告を行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

　児童の年齢、性別、障害特性等に配慮した
ユニット編成を行い、全室個室で一人ひとりが
安心して生活できる環境設定に努めている。
　全ての入所児童に強度行動障害の判定を
実施し、判定結果を踏まえた入所支援計画を
作成している。また、強度行動障害と判定され
た児童を中心に、福祉職と専門職が連携して
専門的で統一した支援を行っている。
　高等部卒業後の移行に向けて、担当コー
ディネーターを軸とし、家族との面談、実習や
体験入所の実施等段階的に進めている.。そ
の結果、令和２年度では１３人の移行先が決
定している。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理されている

　リフト付きシャワーキャリーや見守り支援シ
ステムの導入など、利用者のニーズに即した
改修を行っている。また、感染症拡大状況を
踏まえ、利用者の支援環境向上に資するよう
改築工事の設計変更等が行われている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

　毎月開催する虐待防止委員会で虐待防止
策等を検討している。
　全職員が虐待防止研修や専門研修を受講
し、職員倫理綱領の徹底、自己点検・相互点
検及び意見交換会を実施する等多様な方法
で虐待防止に取り組んでいる。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

　ホームページで、ブログやお知らせ等を随
時更新して積極的な情報発信を行っている。
　具体的なサービス内容を示した入所のしお
りを作成しており、強度行動障害、てんかん等
を有する重度・ 重度障害者への高水準の支
援を行うことを明言している。
　子どものユニットでの生活の様子は「ユニッ
ト便り」に載せ、家族向けに発行している。
　事故等について、迅速に報告がなされるとと
もに、関係機関と連携しながら現場検証を行
い、原因の究明や問題点への対応を見直す
等再発防止に努めている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告
がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、園内
での発生時の対応検討や、感染防止対策の
徹底を図っている。
　リスクマネジメント委員会でヒヤリハット事例
の分析を行い、緊急時想定訓練を定期的に
実施している。
　令和２年度、利用者への傷害事故発生。
　万が一事故発生時には、適切に対応すると
ともに、速やかに現場検証を行うなど組織全
体での危機管理体制が整備されている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している  園で実施している各種サービスについて経理

を明確に区分して適切に処理されている。
　帳簿類について、保管場所を明確にして適
切に保管されている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管して
いる

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

　毎年家族満足度調査を実施し、事業所運営
の参考としているほか、地域の連携機関で構
成される経営懇談会を開催し意見交換を図
り、情報収集を行っている。

特記事項

・民間の施設では対応が困難な強度行動障害のある児童や、医療的ケアを必要とする児童を受け入れ、専門的支援を提供する等、都におけるセーフティネットとしての役割を果たしている。特に、強度行動障害と判定された児童
には、行動障害軽減に向けた入所支援計画を作成し、福祉職と専門職が連携して統一的な支援を提供している。
・高等部卒業後の移行に向けて、担当コーディネーターを軸とし、家族との面談、関係者会議等による方向性の検討、移行先の選定、実習や体験入所の実施等を高等部一年生の早い段階から計画的に進めている。
・コロナ禍においても、感染予防対策の徹底を図りながら、短期入所事業、日中一時支援事業等可能な範囲で受入を行い、地域における公的役割を果たしている。

要改善事項等
・利用者の入浴支援中に重度の熱傷を負わせる事故が発生した。
・ 園においては、入浴支援手順の再徹底、給湯器の 高温度設定の変更、給湯器リモコンの保護等、再発防止の取組を進めている。
・ 法人においては、各施設への周知、注意喚起等を実施して再発防止に努めている。

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
B

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 ２５点

事業者の
財務状況

問題点は認められず、事業継続に支障はない。

特命要件の継続 セーフティネットとしての都立施設の役割を果たすため、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改善の
有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都七生福祉園
（東京都日野市程久保８４３）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×2 ○

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別
障害者支援施設
福祉型障害児入所施設

（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項
等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

○　国基準以上の手厚い配置を維持するほ
か、各種研修やスーパーバイズ、OJTを積極
的に実施し、職員の支援技術の向上に努めて
いる。
○　人員に変更があった場合、所定の期限ま
でに都に報告を行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

○　保護者や関係機関と連携を図りながら、自
活訓練事業の活用や体験入所等、地域移行
に向けた支援を積極的に行っている。
○　利用者や家族のニーズ、長期・短期目標を
踏まえた入所支援計画の作成を行い、また心
理司と医師による巡回や連携強化を進める
等、より利用者本位で専門的な支援につなげ
ている。
○　精神障害を抱える利用者について、医療
関係者や心理職等と連携しながら、個々の状
況に合わせた支援を実施している。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

○　経年劣化の状況や感染症拡大状況等を踏
まえ、順次防水化や個室化等の工事を実施
し、利用者の支援環境向上に努めている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、
その達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

○　虐待防止研修に全職員が参加し、アン
ケートを踏まえた意見交換やセルフチェックリ
ストの実施等、権利擁護のために、園が主体と
なり積極的に取り組んでいる。○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

○　ＩＣＴ導入による情報共有の効率化及び情
報管理を行うほか、集団視聴形式によるコンプ
ライアンス研修を実施し、コンプライアンス意識
の浸透を図る等、積極的な取組を行っている。
○　感染症拡大状況下においても、オンライン
面会を実施する等、サービス情報の提供に努
めている。
○　事故等について、必要な措置をとりつつ、
事案や状況に応じた適時の報告がなされてい
る。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取って
いる

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

○　新型コロナウイルスの感染者が発生した
場合に備え対応マニュアルを整備するほか、
感染症対応研修の実施、職員及び利用者のＰ
ＣＲ検査の定期実施等、積極的にリスクマネジ
メントに取り組んでいる。
○　夜間、休日や立地条件も踏まえた避難訓
練や、炊き出し訓練を実施する等、安全確保
に向け多角的な取組を行っている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している ○　園で実施している各種サービスについて経

理を明確に区分して適切に処理されている。
○　物品の取得、廃棄について、協定に基づき
適時報告及び承認依頼を実施している。
○　帳簿類について、保管場所を明確にして適
切に保管されている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

○　利用者満足度調査を実施し、設問の読み
上げ、複数の選択肢や写真を提示する等、可
能な限り意向を汲み取り、その上で支援計画
や行事に反映する等、サービス向上に向け積
極的に取り組んでいる。
○　専門的な対応が必要な利用者や精神科病
院に通院している利用者等について、関係機
関との連携を一層強化し積極的な支援を行っ
ている。

特記事項

【児童】
○　児童福祉法の経過措置終了を見据え、保護者や関係機関と連携を図りながら、自活訓練事業の活用や体験入所等の調整を積極的に行い、移行後もきめ細やかなアフターケアを実施することで、着実に地域移行を進めてい
る。
○　民間で受入れが困難な被虐児等の受入を積極的に実施し、また当該児童等に対する支援の専門性向上を図るため、専門職や精神科医によるケースカンファレンスを実施することで的確なアセスメントに基づく支援及び一人
ひとりに対する環境整備を行っている。

【成人】
○　高齢・虚弱化に対応するため、生活環境の整備を図るほか、精神障害を抱える利用者については、医療関係者や心理職と連携し、個々の状況に合わせた支援を実施している。
○　感染症拡大状況下においても、他施設や地域での支援が困難な方の短期入所受入要望に対応するため、徹底した感染症対策の上、実施機関や関係機関と連携を図りながら可能な限り受入を行う等、地域のセーフティネット
としての役割を果たしている。

要改善事項等 なし

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
Ａ

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 26点

事業者の
財務状況

特段問題となる点はない。

特命要件の継続 セーフティネットとしての都立施設の役割を果たすため、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都千葉福祉園

（千葉県袖ケ浦市代宿８番地）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 ○

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別
障害者支援施設

福祉型障害児入所施設
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体的に記
述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

事業所が目指す経営・サービスを実現するために必要な
人材構成としているほか、人員に変更があった場合、所定
の期限までに都に報告を行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項目数に
対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・利用者の心身状況や生活状況を把握するためにアセスメ
ントシート等を作成し、ＩＣＴ化された支援記録システムの利
用を通して、個別の状況について職員内で情報共有を強
化することで、利用者一人ひとりの状況をより詳細に把握
し、支援内容や支援方法を具体化している。
・理学療法、心理療法、言語療法などの専門的な支援を充
実させ、利用者に適した各種療法を行うなど、利用者の状
況に応じた支援を実施している。
・地域移行を希望する利用者については、保護者の理解と
協力を得ながら、関係機関と連携して地域生活移行へ取
組んでいる。
・利用者への不適切な支援が発生した。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関する要
領」等に基づき、適切に管理されている

感染対策から外部の立ち入りを制限する中で優先順位を
決め、利用者の安全を確保するためのシルエット型見守り
センサーの運用を開始したほか、老朽化した冷暖房設備・
給湯管設備や生活寮の浴槽シャワー、自動ドアの修繕
等、緊急性の高いものから実施した。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項目数に
対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・虐待防止委員会を定期的に開催し、外部委員である弁護
士から権利擁護に関する情報や助言を受けている。また、
同外部委員を講師に招き、寮責任者、寮責任者補佐を対
象にしたスーパーバイズ研修を実施している。
・毎年全職員を対象として虐待防止研修を実施している。
また、全職員を対象としたセルフチェックを年２回実施し、
自己評価を踏まえて寮内で話し合った結果を部門会議で
報告するほか、全職員アンケートの結果に基づく意見交換
会の実施など、利用者の権利擁護等のために、組織的な
取り組みを実施している。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか （項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項目数に
対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・個人情報について、写真や氏名の使用・掲載の有無を逐
一確認し、使用・掲載する場合は意思決定を行うよう徹底
している。
また、個人情報保護方針等を定め、各職員が情報の漏え
い防止に対する対応が適切にできるように取り組んでい
る。
・ホームページを活用し、寮での1日の生活スケジュールや
自立支援部門・療法部門・給食部門等、支援内容の概要を
掲載するほか、行事一覧表や日常の風景・行事に関する
写真を掲載するなど、家族や利用希望者に対し積極的に
サービス情報の提供を行っている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告がなさ
れている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取っている

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項目数に
対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・新型コロナウイルス対策本部を立ち上げ、感染（疑い）状
況の確認や感染予防対策の徹底に取り組んでいる。対策
会議では隔週で感染症専門医の助言を仰ぐとともに、適切
な利用者支援等が行えるよう、地域の感染状況に応じた園
内規制・自粛とその緩和についての「ＳＴＥＰロードマップ」
を作成・更新している。
・夜間、休日や立地条件も踏まえた避難訓練や、炊き出し
訓練等、安全確保に向け多角的な取組を行っている。
・高齢化・重度化が進んでいる状況を踏まえ、転倒に関す
るアセスメントシートにより、利用者一人ひとりの状況を把
握した上で転倒事故防止ガイドラインを策定するなど、支
援内容や支援方法を具体化することでリスクの回避に努め
ている。
・リスクマネジメント委員会を定期的に実施し、ヒヤリハット
事例の発生状況や内容の分析に取り組むほか、誤薬事故
を防止するため、与薬支援のダブルチェック機能を強化し
ている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取組
を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

・経理帳簿等は適切に整備及び保管されている。
・指定管理協定に基づいて、適切に管理されている。○都有財産（物品など）の管理は適切か

・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か ・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管している

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項目数に
対する実施ありの項目数割合が９割以上である

グループホーム連絡協議会や地域連絡会議に担当者が
参加し、利用者の将来の自立に向けた情報収集を行うほ
か、体験実習の機会を創出するなど、地域社会での様々
な経験を利用者に提供している。

特記事項

【児童】
○地域移行について、個々の児童の意向や課題を踏まえたサービス等利用計画に基づき、園内の自活訓練棟を活用した生活訓練やグループホームの体験入居、実習の実施など、移行促進に取り組んでいる。
【成人】
○利用者の高齢・重度化を踏まえ、専門職と連携した理学・心理・言語療法を実施し心身機能の維持改善を図っている。日中活動については、療法士監修メニューと対象者別標準メニューを組み合わせた標準プログラムを作成するなど寮プログ
ラムの充実に取り組んでいる。
○また、日々の支援の中で気づいた利用者の新たな一面やプラスの面を報告する「にやりほっと報告」を園内に発信し共有している。
【共通】
○新型コロナ感染症対策については、対策本部を立ち上げ、感染（疑い）状況の確認や感染予防対策を徹底するとともに、感染症専門医や認定看護師を招いて助言を仰ぐことにより、感染発生を想定した準備や対応策に取り組んでいる。

要改善事項等
　利用者の支援に関し不適切な支援が発生した。
　園としては、利用者本位の支援の必要性について再認識し、セルフチェックの実施、研修の充実、個別支援計画の精査・情報共有の徹底、各寮での意見交換など再発防止の取組を進めている。
　法人としては、各施設長等への注意喚起、虐待防止研修の実施、全施設への虐待事案事例集の周知等を実施して再発防止に努めている。

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
S・A・B・C

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 25点

事業者の
財務状況

特段問題となる点はない。

特命要件の継続 当面、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改善の有無
を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都八王子福祉園
（東京都八王子市西寺方町７６番地）

社会福祉法人　東京都社会福祉事業団

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 障害者支援施設
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等
を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

・職員の配置等について変更があった場合は、
事前に変更届出書等により速やかに報告を
行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・新規利用者の受入れにあたっては、入所前の
生活状況の聞き取りを行い、生活環境の変化
による負担が極力少なくなるように支援や環境
を整えている。

・各利用者の担当看護師制により職員の相談
体制を整えるなど、生活棟と健康推進科が一
層の連携を図りながら、適切な医療的ケアを実
施している。

・日中活動は、利用者の高齢化・虚弱化や多様
化するニーズに対応し、個別支援計画に応じて
選択できるように週21のプログラムを提供して
いる。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を含
む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関す
る要領」等に基づき、適切に管理されている

・施設の運営を円滑に行うため、建物や設備の
老朽化を踏まえた修繕や電動昇降式トイレの
設置など利用者の高齢化を踏まえた改修を
行っている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・職員が守るべき倫理要領を作成しホームペー
ジでも公表しており、職員行動規範の見直し等
も実施している。

・虐待防止委員会では身体拘束について検討・
見直しを行い、虐待防止研修ではグループ
ワークを取り入れて権利擁護の意識向上を図
るとともに、見守りカメラを24台導入し、園の敷
地内での不適切な支援の防止に努めた。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか
（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・個人情報保護及び情報セキュリティ対策に関
する各種規定を定め、汚職等非行防止月間の
自己点検等を活用して職員へ注意喚起をおこ
ない、情報漏えい等事故防止の徹底を図って
いる。

・園だよりを作成し、家族・関係者への配布や
ホームページでの公開により、日常の生活・活
動の様子や行事の報告などを定期的に発信し
ている。また、入所を希望している利用者には
短期入所を利用して体験する機会を設けてい
る。

・基本協定及び年度協定に基づき、利用者事
故等があった場合には速やかに都に報告を行
い、報告の聴取・調査についても適切に対応し
ている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報告
がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取っている

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・リスクマネジメント委員会を中心に、利用者の
急病や単独外出等の訓練を計画的に実施して
いる。また、事故事例の集計・分析結果をリス
クマネージャー会議の場等で共有し、事故防止
に努めている。

・新型コロナウィルスの感染防止対策として園
内マニュアルを作成し、日常的な感染症予防や
職員等に感染の疑いがあった際の連絡・調整
など対応を徹底している。

・八王子市防災課や高尾警察署の協力を得て
防災訓練を毎月実施しているほか、河川の氾
濫等水害も想定し、避難用のエアストレッ
チャーを整備した。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取組
を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

・経理帳簿等の整理、保管を徹底し、適切に経
理処理が行われている。また、財産管理につい
ても整理簿等の整備を進め、適切に実施して
いる。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管して
いる

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準項
目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・毎年利用者本人を対象に満足度調査を実施
し、意向を把握した上で可能な限りサービスに
反映するよう努めている。

・八王子市障害者地域自立支援協議会等での
活動を通じて地域と連携して課題に取り組んで
いる。

特記事項

・医師や看護師等と寮職員が各利用者の健康・生活面の情報を共有して効果的な支援を行っている。また、作業療法士等のアドバイスを受けながら、日常生活における利用者の動作や介護にリハビリ的な視点を取り入れるなど効
果的な生活機能維持に取り組んでいる。
・強度行動障害研修等を始めとする各種研修への参加や喀痰吸引の資格取得者の養成など、高い専門性を持つ職員の育成に努めている。
・新型コロナウィルスの感染防止対策として園内マニュアルを作成し、日常的な感染症予防や職員等に感染の疑いがあった際の連絡・調整等について対応を図っている。

要改善事項等 なし

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
A

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 26点

事業者の
財務状況

問題点は認められず、事業継続に支障はない。

特命要件の継続 セーフティネットとしての都立施設の役割を果たすため、利用者支援及び施設運営について安全性と継続性を考慮していく必要がある。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改善の有
無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東京都清瀬喜望園

（東京都清瀬市竹丘3－１－72）

社会福祉法人東京アフターケア協会

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×1 ○

×2 〇

【一次評価結果】

【確認事項】

施設名

施設種別 障害者支援施設（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項等を具体
的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

年度協定に定める人員配置基準を順守し、利用者支
援を行う上で適切な人員配置を行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・新規利用者の受け入れに際し、各職種による事前
訪問とその記録の作成を行い、報告会の場で職員間
での情報共有を図っている。
・事業所独自のシート等により、個々の利用者のニー
ズについて評価し支援内容をまとめ、多職種が参加
する「個別支援計画検討会議」で支援内容の決定を
行っている。またその情報をデータベース化し職員間
で共有及び確認するとともに、定期的な見直しにより
支援計画の修正・発展を行っている。
・コミュニケーションの取り方を工夫するなど、利用者
一人ひとりの状況に応じたサービスを実施している。
・居室を個室化し、フロアを男女別に分け、夜勤時も
男女1名ずつ配置し、同性介助体制を整備するなど、
プライバシーに配慮した支援環境整備を図っている。
・事業所の業務全般に関するマニュアルなどが整備
されており、毎年更新の検討を行い、業務に反映さ
せている。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

・リース業者や建管業者と連携し、必要な修繕等を
行っている。
・また台風等の災害時には、倒木等の被害報告を速
やかに都に行い、施設運営上支障がないよう対応し
ている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、
その達成に取り組んでいるか

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・サービス向上委員会による業務振り返りチェック
シートを半期ごとに実施するとともに、原則2か月ごと
に目標を設定し、職場ごとに取り組みを進めた。
・利用者からの苦情受付箱を設置し、担当職員や
ソーシャルワーカーで対応している。
・オンブズパーソンが原則月一回来所し、利用者から
の意見聞き取りを行っている。
・毎月開催する虐待防止委員会において状況確認及
び対応を検討するとともに、全職員向けにグループ
ワークを主体とした虐待防止研修会を開催している。
令和２年度には虐待通報が１件あったが、速やかに
対応した上で、改めて全職員対象に研修を実施し、
虐待防止に努めている。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか
（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・利用者に関する個人情報の利用目的を、「個人情
報保護規程」に明示し、また利用者に対しては、入所
時に契約書や重要事項説明書において個人情報に
関する取扱いについて説明し、同意を得ている。
・ＨＰやパンフレットのほか、広報誌「こもれび」を、利
用者の家族、関係諸機関及び近隣住民に配布して
情報発信している。また入園問い合わせがあれば資
料送付を行うなど、入園希望者に対して積極的に情
報発信している。
・入退所者の状況等を毎月の期日までに定例的に報
告しており、また利用者事故等があった場合には、速
やかに都に報告を行っている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・「リスクマネジメント委員会」を開催し、事故の再発
や未然防止に取り組んでいる。また事故報告やヒヤ
リハット報告は、課長会議で対策を検討した上で職員
に周知し、情報を共有している。
・防災推進委員会を開催して、毎月１回の通報・消
火・避難訓練等を実施している。また所定の法令点
検のほか、自主点検も実施し、設備の安全性保守に
努めている。
・緊急連絡網やマニュアルを整備して緊急時の役割
を明確にしている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している

・基本協定・年度協定の内容を確認、遵守し、適切な
指定管理料の執行管理に努めている。
・適切な物品・書類管理を行い、都に対して年次毎に
報告を行っている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か
・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

・利用者満足度アンケートや給食アンケートの実施、
第三者評価の利用者調査など多様な方法で利用者
意向を汲み取り、業務改善に活用している。
・民間福祉団体の会議や連絡会等に参加し、外部的
課題に関する情報を収集している。

特記事項

・診療所を併設しており、人工呼吸器の使用や酸素吸入を必要とする内部障害者や、平成29年度から受け入れを開始した知的障害者に対し、医療専門職や生活支援員等の多職種連携の下、医療的ケア・健康管理・生活支援を実施し
ている。
・個別のニーズに対応したきめ細かな支援を行うほか、日中活動プログラムの拡充や利用者数増加に努めるなど、利用者支援の質の向上のための取組を積極的に実践している。
・令和２年度については、新型コロナウイルス感染予防のための様々な制約がある中で、施設内でもできる運動としてボッチャを新たに始めるなどの活動内容の充実や、運動不足解消のために理学療法士による積極的な歩行付き添
いを行うなどの取組を実施している。

要改善事項等
・利用者の支援に関し不適切な支援が発生した。
・全職員に対して虐待防止研修を改めて実施するとともに、園の虐待防止委員会においても職員への注意喚起等の取組を継続し、再発防止に努めている。

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
Ｂ

S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下 21点

事業者の
財務状況

問題点は認められず、事業継続に支障はない。

特命要件の継続
令和６年度から新たな法人が自主運営する施設へ転換することとなり、これに向けて令和４年度からの施設運営についても、現指定管理者とは別の法人が担い手となることになったが、それまでの間、利用者支援の継続性及び施設運
営の安定性を確保する必要がある。

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改善
の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東大和療育センター（分園よつぎ療育園含む）

（東大和療育センター：東大和市桜が丘3-44-10、分園よつぎ療育園：葛飾区東四つ木4-44-1-101）

社会福祉法人　全国重症心身障害児(者）を守る会

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 〇

【一次評価結果】

24 点

【確認事項】

施設名

施設種別
障害福祉サービス事業所、医療型障害児入所施設

（分園よつぎ療育園：障害福祉サービス事業所、児童発達支援）
（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事
項等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令や協定に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置されており、変更があった際の
手続きを適切に行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

〇入所部門においては、利用者、家族、多
職種でカンファレンスを重ね、利用者の本
意をチームで検討し医療方針を共同意思
決定するプロセスを大切にしているととも
に、通所部門では個別支援計画のマネジメ
ントを適切に行い、安全で安心できる質の
高い療育を提供している。
○よつぎ療育園においては、利用者一人
ひとりの健康状態を常時把握し、体調等の
急変に備えているとともに、利用者の個別
性や意向等を尊重した多様な活動や支援
に努力している。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

施設及び付帯設備について計画的な修繕
を行い、適切な管理を行っている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

全職員に対して虐待防止研修、年２回の自
己点検を実施している他、虐待防止委員会
等を設置し、組織的に権利擁護に取り組ん
でいる。○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか
（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

〇個人情報保護方針や実務指針を定め、
情報管理委員会を設置し、個人情報の取り
扱いに関する研修、自己点検を実施してい
る。
〇情報管理に関しては、情報端末のパス
ワード管理、システムへのアクセス制限を
設けて機密の保護を図っている。
〇ホームページ、院内報「そよ風」（よつぎ
療育園は「四つ葉」）、通所のしおりなど多
様な媒体を用いて情報発信を行っている。
〇協定上の報告事項や各種変更届など、
都への報告が適切になされている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している 〇経理処理は適切に行われている。

〇都有財産の管理は適切に行われてい
る。
〇経理に関する書類等の管理は適切に行
われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

新型コロナウイルス感染症対策について、
院長が主導する感染予防対策委員会の臨
時委員会を重ねて開催し、「発生時の対
応」や「院内発生シュミレーション」などマ
ニュアルを整備し各部署における感染症対
策に係る役割を明確化するほか、ゾーニン
グによる環境面の感染予防策を講じるなど
積極的に取り組んでいる。院長による館内
放送や感染制御チームのラウンドにより、
感染対策行動の統一化を図るとともに、職
員の士気を高めている。

・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

事業効果
サービス
内容の向
上

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

○「継続受け持ち方式」の看護・療育体制
を整備し、利用者一人ひとりの特性に合わ
せた生活上の支援を実施している。
○医療ソーシャルワーカーは、家族の高齢
化に対応するために兄弟など次世代の親
族との協力関係の構築に取り組むほか、
成年後見人制度の活用により権利や財産
が守られるよう支援している。
○地域のさまざまな社会資源を活用し、多
様な体験や交流ができるよう支援してい
る。

A B C

特記事項

〇利用者、家族、多職種でカンファレンスを重ね、利用者の本意をチームで検討し医療方針を共同意思決定するプロセスを大切にしているとともに、通所部門では個別支援計画のマネジメントを適切に行い、安全で安心できる
質の高い療育を提供している。
○新型コロナウイルス感染症対策について、院長が主導する感染予防対策委員会の臨時委員会を重ねて開催し、「発生時の対応」や「院内発生シュミレーション」などマニュアルを整備し各部署における感染症対策に係る役
割を明確化するほか、ゾーニングによる環境面の感染予防策を講じるなど積極的に取り組んでいる。

要改善事項等 なし

特命要件の継続

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下

事業者の
財務状況

特段問題となる点はなく、事業継続に支障はない。

評点

標準点
評価基準

一次評価
結果

得点
B

S

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、改
善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。



評価項目及び評価基準（②児童・障害・療育）

東部療育センター
（江東区新砂3－3－25）

社会福祉法人　全国重症心身障害児(者）を守る会

【評価項目】

配点
水準を上回る

2点
水準どおり

1点
水準を下回る

0点

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×1 〇

×2 ○

【一次評価結果】

23 点

【確認事項】

施設名

施設種別
障害福祉サービス事業所
医療型障害児入所施設

医療型児童発達支援センター

（所在地）

指定管理者

　　　　　　　　　　　　評価理由
※評価項目の総評及び評価の根拠となった事項
等を具体的に記述してください。

管理状況

適切な管
理の履行

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されているか

○人員配置は適切か
・法令等に基づく職員配置基準どおりに適切に配置されている
・変更があった場合、事前に都に報告している
・人員配置上の改善要求を受けた場合、速やかに対処している

法令や協定に基づく職員配置基準どおりに
適切に配置されており、変更があった際の
手続きを適切に行っている。

○業務の履行は適切か

・サービスの開始・終了時の対応は適切か

大項目 中項目 確認項目 評価水準

評価

（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

〇入所者・通所者共に超（準超）重症児（者）
の割合が多い中で、例年、外出を含めた
様々な行事を実施して、活動の幅が広げら
れるよう取り組んでいるが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、遠足等外出を伴
う行事を病棟内での体験型イベントに変更し
て実施するとともに、「花火を楽しむ夕べ」の
代わりに「夏祭り」を行い、少しでも外出気分
や季節感を味わえるよう職員が意見を出し
合って新しい形での行事が企画・実施され
ている。
〇各種マニュアル・手順書等を整備し、事業
所業務の標準化を図っている。

・個別状況に応じた計画策定・記録を行っているか

・利用者の状況に応じたサービスが適切に実施されているか

・プライバシー保護等個人の尊厳を尊重しているか

・事務所業務の標準化を図っているか

○施設等を常に良好な状態で維持管理（軽微な修繕及び整備を
含む）しているか

・基本協定、年度協定で定める「施設及び付帯設備の管理に関
する要領」等に基づき、適切に管理されている

施設及び付帯設備について計画的な修繕
を行い、適切な管理を行っている。

法令等の
遵守、組
織マネジ
メント

経営における社会的責任を果たしているか

○社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、そ
の達成に取り組んでいるか （項目毎に評価をすること）

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

各職員が障害児虐待防止チェックリストに基
づく振り返りを行い、遵守すべき事項の徹底
に努めているとともに、呼称を含めた利用者
の個人の尊厳を尊重した支援姿勢について
検討を重ねている。

○利用者の権利擁護のために組織的な取組みを行っているか

個人情報保護、報告等は適切になされているか

○事業所の情報管理を適切に行い活用できるようにしているか
（項目毎に評価をすること）
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

〇個人情報保護規程や指針を定め、情報
管理委員会を設置し、全職員を対象とした
情報漏洩防止に関する講習会等を実施して
いる。
〇電子カルテを含む総合情報システムを導
入し、業務効率化及び各部門間での情報共
有性向上を図っている。
〇ホームページ、メールマガジン、広報誌
「わか草」、通所のしおりなど多様な媒体を
用いて情報発信を行っている
〇協定上の報告事項や各種変更届など、都
への報告が適切になされている。

○利用者へのサービス情報の提供はされているか

○都への報告は適時、適切になされているか

・月例報告等、都への定例的な報告が適切になされている

・事故等が発生した場合、必要な措置を取った上で速やかな報
告がなされている

・都による報告の聴取及び調査に対して、適切な対応を取ってい
る

安全性の
確保

施設の安全性は確保されているか

○リスクマネジメントに計画的に取り組んでいるか
福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

リスクマネジメントの 優先事項に利用者の
安全確保を位置付けるとともに、事業計画
の重要事項の1番目に「高度な医療、療育、
療養介護とライフステージに応じた多様な取
り組み」を掲げ、安全が確保された上での生
活支援の向上に取り組んでいる。年間を通
して医療安全管理委員会や感染予防対策
委員会等での検討及び関連するマニュアル
の見直しを適宜行うなど、安全性向上を図っ
ている。

○施設内外の構造物、設備等の安全の確保について必要な取
組を行っているか

・法令等により定める基準により適切に管理されている
・安全性を考慮した環境整備を行っている
・避難及び消火訓練の実施（指導検査基準で定められた所定回
数）

財務・財
産の状況

適切な財務運営・財産管理が行われているか

○経理処理は適切か
・法人が行っている他の事業と経理を明確に区分している
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を整備している 〇経理処理は適切に行われている。

〇都有財産の管理は適切に行われている。
〇経理に関する書類等の管理は適切に行
われている。

○都有財産（物品など）の管理は適切か

評価基準

一次評価
結果

得点

・保存物品整理簿を整備している
・不適格品、亡失品等を報告している

○経理に関する書類等の管理は適切か
・契約帳簿及び収支を明らかにした経理帳簿等を適切に保管し
ている

利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、サービス内容が向上しているか

○利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用し、
サービス内容が向上しているか

福祉サービス第三者評価を受審し、サブカテゴリー配下の標準
項目数に対する実施ありの項目数割合が９割以上である

〇意思決定支援ワーキンググループを中心
に、利用者の意思・意向を汲み取るために、
写真やイラスト等の媒体を活用し、生活場
面で選択ができるように工夫し、本人が望む
生活の実現に向けて取り組みを進めてい
る。なお、支援にあたっては同姓介助を基本
として利用者の羞恥心に配慮した対応を心
掛けている。

特記事項

〇入所者・通所者共に超（準超）重症児（者）の割合が多い中で、例年、外出を含めた様々な行事を実施して、活動の幅が広げられるよう取り組んでいるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、遠足等外出を伴う行事
を病棟内での体験型イベントに変更して実施するとともに、「花火を楽しむ夕べ」の代わりに「夏祭り」を行い、少しでも外出気分や季節感を味わえるよう職員が意見を出し合って新しい形での行事が企画・実施されている。
〇リスクマネジメントの 優先事項に利用者の安全確保を位置付け、安全が確保された上での生活支援の向上に取り組んでいる。年間を通して委員会等での検討及び関連するマニュアルの見直しを適宜行うなど、安全性
向上を図っている。

要改善事項等 なし

事業効果
サービス
内容の向
上

事業者の
財務状況

特段問題となる点はなく、事業継続に支障はない。

特命要件の継続

B
S A B C

21点 28点以上
26点以上
27点以下

19点以上
25点以下

18点以下

評点

標準点

※特命により指定管理者を選定している場合、特命要件を挙げ、各要件の継続の有無を確認してください。

※財務諸表上から得られた情報や財務分析結果など、客観的な情報を記述してください。

※指定管理者の責に帰すべき事由により、①利用者等の生命・身体・財産に重大な損害が生じた場合、②施設運営に関連して法令・協定等に関する違反があった場合、③その他公の施設の設置者としての都の信頼を損ねた場合には、
改善の有無を問わずに「C」と評価すること。

なお、上記の各号に該当するか否かの判断にあたっては、事案の悪質性、社会的影響や施設の管理運営との関連性などを設置条例の規定等に照らし、総合的に判断すること。

※各項目の評価理由を基に、総合的かつ具体的に記述してください。また、評価が該当する欄以外についても、記載すべき事項があれば、記入してください。
※「さらなる取組が期待される点」を記述する際には、その要求が協定等の範囲内にあることを確認してください。
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