
指定管理者候補者の選定結果について 

 

北区健康福祉課所管の４つの老人憩の家について、施設の設置目的を効果的に達成するものとして

以下のとおり指定管理者候補者を選定しました。 

 

施設名及び所在地 指定管理者（候補者） 

新潟市老人憩の家寿楽園 

新潟市北区松浜５丁目９番地 

新潟市北地区老人クラブ連合会 

代表者  神田 恭之 

 

新潟市老人憩の家阿賀浜荘 

新潟市北区三軒屋町１０番６号 

新潟市老人憩の家しあわせ荘 

新潟市北区島見町２４２番地 

新潟市老人憩の家新崎荘 

新潟市北区新崎３丁目１番２６号 

 

選定理由等 

施設の概要 

老人憩の家は、高齢者の健康を保持し、その福祉を図るために設置された施設で

ある。施設には、大広間や入浴設備等があり、地域の高齢者の交流・生きがい施

設として利用されている。 

募集形態 非公募 

指定期間（予定） 平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員  倉島 敏彦 （北地区連合自治振興会会長） 

委員  齋藤 みどり（地域包括支援センター阿賀北 センター長） 

委員  藤田 清明 （北区社会福祉協議会会長） 

委員  牧野 敦子 （北区民生委員児童委員連絡協議会会長） 

委員  渡邉 敏文 （新潟医療福祉大学・新潟医療福祉大学大学院教授） 

評価基準 

１ 評価項目 

・制度導入指針の観点    ・管理運営の基本方針   

・地域への奉仕性      ・施設の管理方法     

・事業実施         ・利用者への配慮  

・要望や苦情に対する対応  ・予算の執行体制   

・利用料金に対する考え方  ・管理実績の評価   

・事故防止や緊急時の対応  ・個人情報の管理体制   

２ 評価 

適・否で評価（評価項目別及び総合評価） 

評価会議に 

おける評価 

評価会議では、所管の老人憩の家４施設について、申請者から提出された事業計画

書等の資料に基づき評価を行い、申請のあった１団体について「適」と評価された。 

選定理由 

指定管理者申請者評価会議の結果などをもとに総合的に検討した結果、申請者は老

人憩の家の指定管理者として適切であると認められたため、指定管理者候補者に選

定することとした。 
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スケジュール 

評価会議（第１回）  平成２８年９月２６日 ※選定関係書類の事前確認等 

指定申請書等の受付  平成２８年９月２７日～１０月１４日 

評価会議（第２回）  平成２８年１０月３１日 ※申請者提出書類の評価 

※今後、市議会での審議・議決を経て、指定管理者に指定される。 

所管部署 
(問い合わせ先) 

北区 健康福祉課 高齢介護係 

ＴＥＬ：０２５－３８７－１３２５（直通） 

E-mail：kenoko.n@city.niigata.lg.jp 

 

 

【参考】現指定管理期間の評価（平成２６年４月～平成２９年３月） 

施設名 指定管理者 総評 

新潟市老人憩の家 

寿楽園 

新潟市北地区老人クラブ

連合会 

利用者アンケートでは、職員の接遇、清潔保持、

安全対策に対する満足度が高い。併せて、健康相

談やカラオケの自主グループの会場として、施設

利用者の介護予防や生きがいづくりの場としての

役割を果たしている。また、経費の縮減にも努め

ており、適切に施設を管理していると認められる。 

新潟市老人憩の家 

阿賀浜荘 

利用者アンケートでは、職員の接遇に対する満

足度が非常に高い。併せて、ギョウザづくり交流

会、将棋大会、カラオケ大会など、自主事業を積

極的に取り組み、施設利用者の生きがいづくりや

介護予防に努めている。また、経費の縮減にも努

めており、適切に施設を管理していると認められ

る。 

新潟市老人憩の家 

しあわせ荘 

地元大学の協力を得ながら、多世代交流の場と

しての役割を果たしている。併せて、利用者のニ

ーズを受け入れ、玄関の入り口付近に手すりを設

置したり、浴室のタイル修繕などを行い、利用者

の安全確保と利用しやすい環境を整えた。また、

経費の縮減にも努めており、適切に施設を管理し

ていると認められる。 

新潟市老人憩の家 

新崎荘 

沿道沿いに新たに施設案内看板を設置し、施設

のＰＲに努めた。併せて、トイレ入口アコーディ

オンカーテンの取替え、広間の襖の張替え、浴室

のタイル修繕などを行い、利用しやすい環境を整

えた。また、経費の縮減にも努めており、適切に

施設を管理していると認められる。 
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【参考】評価結果 

評価項目 評価の視点 寿楽園 阿賀浜荘 しあわせ荘 新崎荘 

指定管理者制度導

入指針の観点 

地域に密着している施設のため自治振

興及び施設運営の効率性の観点から管

理運営を担うのに適当な団体であるか。 

適 適 適 適 

管理運営の基本方

針 

施設の設置目的を十分に理解した基本

方針となっているか。 
適 適 適 適 

地域への奉仕性 
地域への奉仕性の観点から施設の管理

運営を担うのに適当な団体であるか。 
適 適 適 適 

施設の管理方法 

施設の管理計画が適正かつ的確である 

か。 

施設を適正に管理運営できる組織・人員 

体制であるか。 

適 適 適 適 

事業実施 

施設の設置目的の達成や利用促進、多世

代交流を図るための事業の実施が計画

されているか。 

適 適 適 適 

利用者への配慮 

地元施設として、利用者が快適に施設を

利用できるよう十分な配慮がなされて

いるか。 

適 適 適 適 

要望や苦情に対す 

る対応 

要望や苦情を受けるための体制が整備

され、要望等に適切に対応できるか 
適 適 適 適 

予算の執行体制 
適正な予算執行ができるか。経費削減に

努めているか。 
適 適 適 適 

利用料金に対する

考え方 

利用料金を徴収・管理・活用することに

対する考え方が適切であるか。 
適 適 適 適 

管理実績の評価 

施設の過去の管理運営が仕様書や事業

計画書及び協定書に基づき適切に行わ

れていたか。 

適 適 適 適 

事故防止や緊急時 

の対応 

事故防止に努める計画が示されている

か。また、緊急時の対応が整備されてい

るか。 

適 適 適 適 

個人情報の管理体

制 

個人情報の保護に対して高い意識を持

ち、適切な取り扱いを行えるか。  
適 適 適 適 

総合評価（指定申請全体を見て総合的に評価を行う） 適 適 適 適 

 

 



【新潟市老人憩の家指定管理者申請者 事業計画書概要一覧】 

項目 
新潟市北地区老人クラブ連合会 新潟市北地区老人クラブ連合会 新潟市北地区老人クラブ連合会 新潟市北地区老人クラブ連合会 

寿楽園 阿賀浜荘 しあわせ荘 新崎荘 

基本方針 

・地域の高齢者の健康を保持し、その福祉の増進を図る。 

・新潟市老人憩の家の利用者が、平等利用ができるよう努める。 

・新潟市老人憩の家を事業計画に沿って適正に管理を行ない、地域との交流を図る。 

職員（管理人）の配置 
・全日勤務者（週 40時間勤務）1名  ・半日勤務者（週 20時間勤務）1名 

※午前 8時 45分～午後 4時 45分まで、休憩等を調整して勤務 

日常業務 

(1)施設の維持管理に関する業務 

①開錠・施錠（夜間は機械警備）等の管理  ②建物、設備及び備品の維持管理  ③室内及び敷地内の整理整頓、清掃，安全点検 

(2)施設の運営に関する業務 

①利用の許可  ②利用者サービス（利用案内・適正利用の指導等）  ③利用許可の取消し等  ④各種消耗品の管理   

⑤浴室等の給湯、ボイラー運転  ⑥浴室の衛生管理  ⑦利用日誌等の作成 

各種事業実施に関する業務 
・健康相談の実施（年２回） 

・利用者感謝デイの実施（年１回） 

・国際交流事業ギョウザづくり（年１回） 

・カラオケ発表会（年１回） 

・将棋大会（年１回） 

・健康教室の実施（年４回） 

・利用者感謝デイの実施（年１回） 

・健康相談の実施（年１回） 

・利用者感謝デイの実施（年１回） 

月間業務 
・1か月分の日誌、老人憩の家利用状況調べ、公衆浴場自主管理点検票及び利用料金の日別整理簿（写し）等を月報として提出 

・3か月に 1度、予算執行状況を報告  ・屋内外の安全点検 

年間業務 会計年度終了後、速やかに事業報告書、収支決算書及び入浴利用料金の支出内訳表・年間管理表を年報として提出 

管理運営委員会 
年６回開催 

※問題が生じた場合は適宜開催 

年６回開催 

※問題が生じた場合は適宜開催 

年６回開催 

※問題が生じた場合は適宜開催 

年６回開催 

※問題が生じた場合は適宜開催 

利用時間・休所日 
利用時間 午前 9時 00分から午後 4時 30分まで     休所日 ①毎週月曜日   ②国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日も） 

                               ③1月 2日～3日  ④8月 13日～15日  ⑤12月 29日～31日 

入浴時間及び洗髪について 

(1)入浴時間   

午前 10時 00分～午後 2時 00分 

※ただし、毎週木曜日は入浴休止日。 

(2)洗髪 全日可 

(1)入浴時間午前 10時 00分～午後 2時 00分

※ただし、木曜日・日曜日は午前 10時 00 分

～午後 4時 00分 

※ただし、毎週金曜日は入浴休止日。 

(2)洗髪 全日可 

(1)入浴時間   

午前 10時 00分～午後 2時 00分 

※ただし、毎週金曜日は入浴休止日。 

(2)洗髪 全日可 

(1)入浴時間   

午前 10時 00分～午後 2時 00分 

※ただし、毎週木曜日は入浴休止日。 

(2)洗髪 全日可 

利用者への配慮 
・利用者へのあいさつや積極的な声がけを心がけるとともに、利用者の健康状態等に配慮し、施設内の事故やトラブルの防止に努める。事故等が発生した場合は、迅速に対応する。 

・利用者からの苦情・要望は、早期解決・対応に努める。 

個人情報の保護 
・個人情報が記載されている書類を扱うことの責任について、十分に認識するとともに、適切に管理し、個人情報の漏洩防止の徹底を図る。 

・役員並びに職員は業務上知り得た情報について、守秘義務を遵守するよう徹底し、退職後も同様とする。 

事故防止・緊急時対応 

・利用者の利用状況を含めた施設内の状況に十分留意し、 防止に努める。また、利用者が常に施設を安全に使用できるよう、設備等の日常の管理及び必要な点検を行う。 

・高齢者施設であることに鑑み、入浴時はもちろんのこと、常に利用者に細心の注意を払う。 

・年２回避難訓練を実施するとともに、日頃から利用者の安全に心掛ける。 

・利用者の体調に急変その他緊急事態が生じた際は、速やかに 119番通報をするなど適切に対処するとともに、区健康福祉課に緊急事態の発生を報告する。また，利用者の家族に連絡する。 
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項目 寿楽園 阿賀浜荘 しあわせ荘 新崎荘 

要望・苦情対応 

・利用者アンケートを年１回実施する。 

・利用者等から要望や苦情があった場合、軽微な事項については、管理人が即対応し、すぐには対応できない事項については、事情を説明し、検討後の回答とさせてもらうなど、誠実な対 

応に努める。 

・必要に応じて、管理運営委員会を開き、話し合いのうえ迅速な解決に努める。 

・管理運営委員会の話し合いでは判断しかねる事項については、区健康福祉課及び関係機関等へ即時に連絡し、判断を仰いだうえで解決に努める。 

経費節減 
・冷暖房の設定温度や季節に応じた給湯温度の設定に配慮し、光熱水費の節減に努める。 

・必要のない電灯は消灯する。 

利用料金の取り扱いについ

て 

・「老人憩の家入浴利用料金徴収の手引き」を遵守し、適正に徴収・管理する。 

・徴収した入浴利用料金については、施設の管理運営に要する経費にあて、利用者に還元する。 

＜活用方法（予定）＞（４施設一元管理） 

・カラオケ発表会や将棋大会など自主事業に充当する。 

・利用者から要望のあるマッサージ機等の備品を購入する。 

・軽微な施設修繕費に充当する。 

全体収支計画 

○収入  

委託料 4,034,000円  利用料金  96,000円 

                       計   4,130,000円  

○支出  

人件費 2,432,400円 物件費  1,612,600円 

事務費    85,000円  計   4,130,000円 

○収入  

委託料 7,626,000円  利用料金  259,000円 

                       計   7,885,000円  

○支出  

人件費 2,852,400円  物件費 4,917,600円 

事務費  115,000円    計   7,885,000円 

○収入  

委託料 4,980,000円  利用料金  83,000円 

                       計   5,063,000円  

○支出  

人件費 2,432,400円 物件費  2,545,600円 

事務費    85,000円  計   5,063,000円 

○収入  

委託料 4,512,000円  利用料金  71,000円 

                       計   4,583,000円  

○支出  

人件費 2,432,400円 物件費  2,045,600円 

事務費  105,000円    計   4,583,000円 

利用状況と運営状況 

＜利用状況＞ 

・平成 27年度   

  利用者数  8,277人（1日平均 28人） 

＜運営状況＞ 

・カラオケ・健康相談の実施 

・浴室タイル修繕・ガラス入れ替え 

＜利用状況＞ 

・平成 27年度   

  利用者数  21,777人（1日平均 75人） 

＜運営状況＞ 

・将棋・民謡教室等の実施 

・浴室タイル修繕・マッサージ機修理 

・ボイラー濾過装置修理 

 

＜利用状況＞ 

・平成 27年度   

  利用者数  5,022人（1日平均 17人） 

＜運営状況＞ 

・将棋・民謡教室等の実施 

・浴室タイル修繕・玄関入口に手すり取付 

＜利用状況＞ 

・平成 27年度   

  利用者数  5,560人（1日平均 19人） 

＜運営状況＞ 

・カラオケ・将棋・健康相談の実施 

・浴室タイル修繕・ボイラー濾過装置修理 

・トイレアコーディオンカーテン取替え 

・襖張替え・施設案内看板設置 

 

 


