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指定管理者による公の施設の管理運営状況

平成29（2017）年度

栃木県障害者保養センター那珂川苑施設名

保健福祉部障害福祉課施設所管課

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会（法人番号2060005000772 ）指定管理者

指定期間 平成26（2014）年４月１日～平成31（2019）年３月31日

１ 施設の概要

那須郡那珂川町小口1728番地施設所在地

①敷地面積 27,175.76㎡、建物面積：3,150.13㎡施設の概要

②宿泊室 和洋室８室、和室７室

③浴 場 大浴場、中浴場、家族風呂２

④食 堂 食堂、宴会場、ラウンジバー

⑤その他 機能訓練室兼会議室

⑥駐車場 収容台数40台

①那珂川苑の施設の維持管理に関する業務業務内容

②那珂川苑の利用の許可に関する事務

③那珂川苑の運営に関する業務

④前三号に掲げる業務のほか、指定管理者が那珂川苑の管理上必要と認める業務の

うち知事のみの権限に属するものを除く業務

２ 収支の状況

平成29（2017）年度 （千円）

収入 支出

指 68,533 指 0指定管理料 事業費

定 33,259 定 91,430利用料金収益 管理運営費

管 59,572 管 70,000その他収益 人件費※１

理 理 3,786その他費用※１

161,364 165,216※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲3,852

自主事業 325 自主事業 197

自主事業収支差額② 128

▲3,724収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収益の主なものを記載） 備考（※１ その他費用の主なものを記載）

・食事料収益 46,296 ・退職給付引当費用 1,401

・売店売上収益 7,542 ・租税公課 1,133

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28（2016）年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 69,655 指 0指定管理料 事業費

定 33,852 定 92,729利用料金収益 管理運営費

管 63,412 管 73,936その他収益 人件費※１

理 理 2,410その他費用※１

166,919 169,075※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲2,156

自主事業 300 自主事業 187

自主事業収支差額② 113

▲2,043収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収益の主なものを記載） 備考（※１ その他費用の主なものを記載）

・食事料収益 48,654 ・租税公課 1,107

・売店売上収益 8,600 ・減価償却費 1,060

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

施設名 平成28（2016）年度 平成29（2017）年度

（前年度）

利用可能日数 363日 363日

宿 泊 利用者数 11,274人 10,923人

定員に対する稼働率 38.6％ 37.4％

客室稼働率 67.2％ 67.8％

休 憩 利用可能日数 363日 363日

利用者数 2,759人 2,859人

４ サービス向上に向けた取組

・人気のある地元特産品温泉トラフグの新メニューとして、ふぐの唐揚げの提供を開始（７月）

・要望が多かったＷｉ－Ｆｉについて、ロビー近辺に環境を整備（９月）

・ホームページ上で直近５日間の空き室状況の情報を提供するほか、冬季の天気についての問合せ

が多いため那珂川町の天気概況についても掲載（11月）

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・電話、ファックス、メールによる意見等の受付

・利用者アンケートの実施

調査年月日：常時（各客室にアンケート用紙を置いておき、回答してもらう）

調査対象数：2,954組、回収数：281通（回答率：9.5％）

主なアンケート項目 満足 やや満足 普通 やや不満 不満

サービス 76％ 10％ ６％ ２％ １％

食 事 59％ 15％ 12％ ２％ １％

利用料金 62％ 12％ ８％ １％ １％

※記載のないものがあることから、各項目の合計は100％にならない。

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・風呂場における湯の温度がぬるい又は熱い。 ・個人の感じ方によるところはあるが、温度管理

を徹底した。

・Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備して欲しい。 ・以前から要望が多かったことから、ロビー近辺

にＷｉ－Ｆｉ環境を整備した。

主な利用者意見（積極的評価）

・サービスが良い （親切、丁寧、清潔、笑顔、心配り等）。

・バリアフリーの施設で、入浴介助サービス等もあり、障害者が安心して利用できる。

・料金が安く、何度でも利用したい。

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

・通常の食事コースのほか、追加料理についても地元産の食材を使用し、地元でしか味わえない地

産地消料理の提供に努めた。

・入浴介助は那珂川苑ならではのサービスとして年間115件（前年度94件）の利用があり、今後も福

祉施設としての機能も兼ね備えていることを広報し、周知に努める。

※指定管理者が独自に設定利用者確保に向けた取組

・利用率の向上と経営改善を図るため、障害者施設等を個別訪問したほか、各種イベントへ参加し

、 。広報に努め 行政機関や道の駅等人の出入りの多い施設には常時パンフレットの定置を依頼した

・苑内でお楽しみ演芸会（マジックショー）やクリスマスツリー作り体験等のイベントを実施した

ほか、昨年１年間の利用者に時候の挨拶状を送付するなどし、誘客に努めた。

今後改善・工夫したい事項

・客室稼働率と定員稼働率の観点から見ても、今後、宿泊利用者の増を図るためには団体客の獲得

が不可欠であり、特に和室でも利用可能な知的障害者団体や精神障害者団体へ積極的に個別訪問

を実施し、誘客活動を強化することとしたい。
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７ 所管課による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

障害者は６ヶ月前から、その他の者は１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

３ヶ月前から予約を受け付けている Ｃ平等利用の

、 。確保 が 施設の性格上適切と判断している

提出のあった月例報告書及び事業報告②使用許可に関する権限が適正に行

書等により、適正と確認した。 Ｃ使されたか。

障害者のほか、介護保険の要介護・要③高齢者、障害者等に対する配慮は

支援者も障害者料金で宿泊できるようなされたか。また、平等利用が確保

配慮を行っている。また、様々な行動 Ｂできない場合の対応は適切か。

が困難な利用者の要望に対しても、き

め細かく対応している。

身体障害者福祉センターとして、障害２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施

者とその家族が気軽に宿泊、休養でき Ｃ効用の最大 がなされたか。

る体制ができている。限発揮

入浴介助や利用者に合わせた食事の提②施設の利用促進、県民サービスの

供等を行っている。 Ｂ向上が図られたか。

常時アンケートBOXを設置し、要望へ③利用者満足度を把握し、満足度の

も可能な限り、かつ、速やかに対応し Ｂ向上が図られたか。

ている。

アンケートの意見、苦情へは可能な限④利用者からの意見、苦情に対して

り、かつ、速やかに対応している。 Ｂ適切な対応がなされたか。

機械設備等の法定点検のみでなく、レ⑤施設、設備、備品の維持管理や安

ジオネラ属菌検査、日々の清掃等適切 Ｃ全管理は適切になされたか。

に実施している。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 サラダバー・ドリンクバーにより、食

善等がなされたか 事提供時の業務効率の改善（職員対応 Ｃ。

の省力化）を図っている。

管理執行体制を確認し、各業務分担か３．管理を ①組織体制は適正か。

ら適正な組織体制と判断している。 Ｃ安定的に行

う物的人的

各種イベントや誘客活動等により収入基礎 ②収支は適正でバランスがとれたも

増を図っているが、収支改善は容易で Ｄのか。

はない。今後も継続して誘客活動に取

り組むことが重要である。

利用者消耗品費抑制や節電等に取り組③経費の縮減に取り組まれてきたか。

んでいることが確認できる。 Ｃ
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職員に各種研修等を実施している。④人材育成は適切に実施されている

Ｃか。

法定の消防訓練等はもとより、日々の⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

巡回を実施し、夜間も職員２名を配置 Ｃ応）は確保されているか。

して施錠するほか、緊急連絡網を作成

している。

県のみでなく、地元温泉管理組合等と⑥県や関係機関との連携体制は確保

も適切な連携が取れている。 Ｃされているか。

個人情報の管理に十分配慮しているこ４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

とを、自己評価書により確認した。 Ｃ報保護 計画どおり実施されているか。

本調査のほか、指定管理者の経営状況②情報公開は適切になされているか。

等に関する資料等を県で公開してい Ｃ

る。

自己評価報告書は身体障害者福祉セン５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

ターとして、適切な評価項目である。 Ｃがなされているか。

現場にて、実際に実施されていること②自主事業が計画どおりに実施され

を確認した。 Ｃているか。

地域の自治会や那珂川町と積極的に連③イベント等を実施している場合は、

携を図っている。 Ｂ地域との連携が図られているか。

ごみの削減には取り組んでいるが、実④環境への配慮（騒音・光害対策、

績としての数字は把握していない。 Ｃごみ削減等）がなされているか。

障害者１名を雇用するとともに、特別⑤その他管理運営上の特記事項

支援学校の職場体験実習の受入れを積 Ｂ

極的に行い、障害者の雇用促進・就労

支援に取り組んでいる。

総合的な評価

身体障害者福祉センターとして、障害者の健康増進と社会参加の促進に資するという設置目的に

基づき、施設の管理運営を適切に行っていると認められる。また、入浴介助サービスや刻み食の提

供等利用者のニーズに合わせたサービスを実施することで、利用者満足度の向上が図られている。

課題としては、利用者増による収入増が挙げられるが、全客室が大部屋であり、客室稼働率に対

して定員稼働率が低いという現状にあることから、団体客等の利用増を図る必要がある。

平成30（2018）年度末での廃止が決定しているが、引き続き障害者団体等への個別訪問、過去利

用者への働きかけによるリピーターの確保、各種メディアを通じた広報活動等の誘客活動により、

前年度を上回る利用実績に期待したい。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。


