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別紙標準様式〔第７条関係〕 

会 議 録 

会 議 の 名 称 第４回 枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会 

開 催 日 時 令和元年（2019年）7月30日（火） 14時00分から18時05分まで 

開 催 場 所 枚方市役所別館４階 第２委員会室 

出 席 者 
小寺委員、荒委員、東委員、石田委員、杉本委員、山下委員、原田

委員 

欠 席 者 なし 

案  件  名 
①プレゼンテーション審査 

②運営法人選定について 

提出された資料等の 

名 称 

・資料９－１ 選考審査手順 

・資料14 今後の予定について〔抜粋版〕 

・資料15枚方市立くすの木園民営化法人審査会 選定審査表<仮審査表> 

・資料16枚方市立くすの木園民営化に係る応募法人プレゼンテーション実

施要領 

・資料17枚方市立くすの木園民営化に係る社会福祉法人の選定につい

て〔答申〕案 

・参考資料 提出書類に関する質問事項について 

・  〃  枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会 選定審査表 

仮集計表       

決  定  事  項 法人プレゼンテーションの審査後、運営法人の選定を行った。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

非公開 

枚方市情報公開条例第6条第6号に規定する非公開情報が含まれる事

項について審議・調査等を行うため。 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 － 

所 管 部 署 

〔 事 務 局 〕 
福祉部 障害福祉室 
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審 議 内 容 

（会長）本日は暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから第４

回枚方市立くすのき園民営化法人選定審査会を開会いたします。まず、本日の委員の出

席状況について、事務局から報告願います。 

 

（事務局）本日の委員の出席状況でございますが、委員７名のうち、現在６名の方、御出

席でございます。なお、お一人は交通事情で遅れて来られます。よろしくお願いしま

す。 

 

（会長）はい、ただいま御報告のとおり、委員の半数以上が出席されていますので、本会

議は成立しております。それでは、本日の案件に入る前に、前回の審査会で書類審査を

していただきましたが、その際、応募書類の修正や、追加提出を求めた書類があったか

と思いますので、その点について事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局）前回の審査会で、まず、法人１の花の会については、様式６の資金計画書の施

設整備補助金の金額や計算に誤りがありましたので、修正していただいたものを改めて

御提出いただきまして、黄色のふせんを貼って、応募書類のフラットファイルの該当箇

所にとじております。修正前の書類はその後ろにつけたままにしておりますので、比較

していただけると思います。 

 続きまして法人２の門真共生福祉会につきましては、添付14で、直近の監査結果及び

回答文書の写しとして、法人監査の書類を御提出いただいていましたが、生活介護事業

所の実施指導結果及び改善報告書を追加で御提出いただきました。また、添付17として

法人で整備されている各種マニュアルについて、防災マニュアルの有無について確認を

したところ、整備されているとのことでしたので、そちらについてもマニュアル御提出

いただきました。この２点については、それぞれに緑色のふせんを貼ってフラットファ

イルにとじ込んでおります。それから、フラットファイルに桃色のふせんを貼った箇所

ですけれども、様式９の提案内容概要書の42番の「その他障害福祉サービス」の提案内

容の文章が途中で終わっていましたので、続きを記載したものと差しかえをしておりま

す。 

 最後に、様式５、施設整備計画書に記載された福祉避難スペースの整備について、前

回、委員より当該整備について、福祉避難所の指定として市の方針はどのようになって

いるのかの御質問があったかと思います。福祉避難スペースについては、参考資料の

「提出書類に関する質問事項について」の５番目にも記載しているとおり、現段階では

福祉避難所の指定が不透明であることの状況を法人にもお伝えしております。本市の福

祉避難所の指定につきましては、現在、市の所管施設と民間の入所施設である障害者支

援施設、特別養護老人ホーム等を対象としており、それらの民間施設と市で協定を締結

しております。一方、くすの木園のような通所施設については、福祉避難所として市の

地域防災計画には位置づけされておりませんので、門真共生福祉会の避難スペースの整
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備に当たって、国庫補助の対象となるには、まず市が策定する地域防災計画において、

福祉避難所として位置づけられることが条件となっております。今回の提案内容が福祉

避難所と指定できるか否かは、内閣府の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」に示

される指定要件を基準に、関係部署とも協議しながら、決定してまいりますが、具体的

な指定に係る協議は、民営化法人の決定後になります。したがいまして、様式６の資金

計画書における収入において、社会福祉施設等施設整備費、２億540万円のうち、避難

スペース加算3,420万円につきましては、現時点において不確定な要素となっておりま

す。以上です。 

 

（会長）はい。ありがとうございました。前回の審査会で皆様から御指摘のありました書

類について、修正後のものと差しかえ、または追加の提出があったようですので、ファ

イルにつづっていますふせんのはった該当箇所を確認しておいてください。また、門真

共生福祉会への避難スペースの整備については、不確定な要素となる旨の説明でした。

委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

 

＜「はい」と言う者あり＞ 

 

（会長）それではただいまから、次第に沿って会議を進めてまいります。 

 まず、事務局からお願いいたします。 

 

（事務局）はじめに、資料の確認をさせていただきます。 

 

＜資料確認＞ 

  

（会長）よろしいでしょうか。それでは、次第２の会議の進行について、事務局から御説

明をお願い致します。 

 

（事務局）それではお手元の資料14抜粋版と書かれている書類をごらんください。本日の

選定審査会の大まかな流れを記載した書類です。まず、審査に入る前に、７月９日に、

２名、７月12日に２名の計４名が応募法人の施設を見学されましたので、それぞれから

代表をしていただきまして委員２名から感想等について簡単に御報告をいただきます。

その後、２時15分から法人１のプレゼンテーションと審査を行い、以降は当日の進行表

に書いているとおりの流れとなります。表の流れは、前回の審査会で説明したものと変

わりはございません。 

 続いて資料16「枚方市立くすの木園民営化に係る応募法人プレゼンテーション実施要

領」について御説明をいたします。 

 １、日時、２、会場につきましては、こちらに記載してあるとおりでございます。 

 ３、法人出席予定者につきましては、法人１の花の会、法人２の門真共生福祉会と
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も、とも３名が出席されます。出席者は記載のとおりでございます。 

 次に資料の裏面をごらんください。 

 ４番のプレゼンテーションの流れについてですけれども、こちらも前回の審査会で確

認した流れとなっております。プレゼンテーション開始後10分経過と終了１分前の２回

に、事務局からチャイムを鳴らして時間をお知らせすることになっております。 

 プレゼンテーションが終わりましたら、その後、30分間を質疑応答時間としておりま

す。まずはじめに、第３回の選定審査会で御確認いただきました事前質問について事務

局から各法人に質問をいたします。この事前質問はあらかじめ応募法人に通知し、回答

の御準備をお願いしておりますので、さらにその回答に対する疑問等がありましたら、

その都度、御質問いただくようにお願いいたします。事前質問が一通り終わりました

ら、その後は、各委員から法人に自由に質問をしていただきます。質問はプレゼンテー

ションの内容に関すること、応募書類の中でさらに補足説明を受けたい内容等について

など、どのようなことでも構いませんので御自由に御質問をください。各法人のプレゼ

ンテーション終了後、仮審査表に修正する項目について、書き直していただきまして、

事務局で仮集計を行い、それを元に委員の皆さんで意見交換を行っていただき、最終の

本審査の採点を行っていただくという流れになっております。以上で説明を終わりま

す。 

 

（会長）はい。ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何か委員の皆さん、御質問ございませんでし

ょうか。 

＜「なし」と言う者あり＞ 

 

（会長）よろしいでしょうかね。それでは、施設見学に参加されました委員から感想など

を簡単に御報告いただけませんでしょうか。報告をお願いしたいと思います。 

 

（委員）花の会の雰囲気はとても家庭的な感じで、温かい感じだったのですが、施設の中

が少し雑然とした感じに思えまして、お仕事の調理スペースもありましたが、余り清潔

感がないといったら申し訳ないですが、そういう感じがしました。 

 門真共生福祉会は、最初、建物に入ったときにとても新しい感じがしましたが、20年

以上たっていますと言われて、だから中が割と整然とした感じに整えられていて、でも

少し冷たい感じがするのかなという雰囲気はありました。でも、お話をしていますと、

冷たいのではなく、なんていうのでしょうね、てきぱきとしているという感じで、利用

者さんのことはちゃんと考えてくださっているのかなという雰囲気でした。私がどちら

を選ぶかということになると、その雰囲気だけでは門真共生福祉会のほうが私としては

いいかなというふうに感じました。以上です。 

 

（委員）まず、花の会は見た感じ、非常に活動的というか、活発、地域との交流も非常に



－5－ 

盛んで、確かに見た目は少し汚いなというのはあるのですが、非常に地域交流は活発で

した。重度の子はついていけるかなと、ちょっと不安はありましたが、ただ仕事は、障

害の程度に合わせていろいろ工夫をされている感じがします。毎日、販売活動にも出ら

れて、一番驚いたのはバザー用品が次から次へと集まってきていて、すごいなと思いま

した。そういう面では活動的でした。それから農業も中心になってやっておられて、そ

の食材を使ってみんなの給食を作ったりして、かなり活動的だと思いました。 

 一方、門真共生福祉会は確かに静かで、建物もすごく立派です。それから後ろにある

グループホームも見学に行きましたが、その建物も非常に立派で、どちらかというと静

かな環境でした。どちらがいいのかというのはなかなか好みが問題だと思いますが、ま

あ、静かな環境で落ちついた感じで送れるのかなという感じがしました。どっちがどっ

ちはちょっと難しいかなという感じでございます。以上です。 

 

（会長）はい。ありがとうございました。そうしましたら、プレゼンテーションに移りた

いのですが、委員がまだ遅れておられるので、少し待ちましょうか。 

 

（事務局）はい、予定の時刻にはまだなっておりませんので、そうしましたら、参考資料

を配付させていただきますので、まずそちらの中身を確認してお待ちいただけたらと思

います。お配りしておりますのは、参考資料で、提出書類に関する質問事項について

の、一番最後の質問にあります、実地指導に係る改善状況の報告について、５月20日に

提出されていますが、その後の状況についてお尋ねしますという質問に対する回答の資

料としまして、法人より提出を受けたものです。こちらの書類につきまして、７月22日

に法人から高槻市に対して、追加の改善計画書ということで、提出をされているとお伺

いしております。 

  

＜委員入室＞ 

 

（事務局）はい。お待たせいたしました。それでは、法人１の花の会の準備ができており

ますので、入室をしていただきます。 

 

＜花の会 入室＞ 

 

（法人）失礼します。 

 

（事務局）準備よろしいでしょうか。それではただいまから、枚方市立くすの木園民営化

に係る応募法人プレゼンテーションを始めます。それではまず、自己紹介をお願いしま

す。 

 

＜法人１ 自己紹介＞ 
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（事務局）それでは、プレゼンテーションを始めてください。 

 

（法人）それでは私から、テーマに沿いまして、お話をさせていただけたらと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 まず、応募に至る動機、目的について、これは様式２で記載をさせていただいている

ように、枚方市さん、あるいは保護者の方の熱意を非常に感じたということと、移管さ

れる用地についても見させていただいて、好環境な土地であると思っております。一番

の動機は、時期が私ども法人の計画のちょうど中間点に当たるといいますか、施設整備

事業が終わった後の事業ですので、非常にありがたいと思っていました。新しい生活介

護事業所を、今年度中に建設するということで、３月竣工の予定が、いろいろな変更が

重なり、遅れて６月竣工になりました。開所がずれ込むのは、少し心配材料であると考

えています。 

目的についてですが、せっかく枚方市で事業を展開させていただけるということで、

私どもの考え方を、地域に広げたい、特に知的な障害がある方々の地域生活をどういう

ふうにしていくかということでは、非常に取り組む課題として重要ですし、私どもの力

が試されるのかなと思っています。 

特にこの項目でお話させていただけたらと思うのは、私どもの事業所は全てが高槻市

内にありますので、市外に出てどういうことができるのか、選考も含めて評価いただけ

るんだろうか、花の会がこれまで実践してきたことがいかに評価を受けるのだろうかと

いう点で、非常に大きな試金石だと考えており、やりがいもあると思っております。 

 続きまして、運営の理念、方針ですが、様式３で見ていただいているとおり、法人の

理念としては５年前に、‘共に学び、共に働き、共に生きる’を掲げました。かつて

1980年代、共に生きるという、国際障害者年のテーマがありましたけど、働いて、そし

て学ぶということも含め、これを地域に広げていく必要があるだろうということで、職

員、利用者、家族の皆さんと共有をしていこうということで理念にしています。理念の

実現に向けまして、基本方針や行動指針等を定めまして、日中の活動、それから地域生

活であるグループホームを中心とする生活の場、それから就労、及び相談という事業、

近年は児童さんの支援も取り組んでいる経過があり、その方針に関して少しお時間をと

ってお話させていただけたらと思います。 

 枚方市内の中でも、1980年代、作業所運動と呼ばれ、特別支援学校、当時の養護学校

高等部卒業後の支援の場を、地域につくっていくことが大きなテーマとする運動があっ

たわけですが、花の会も高槻で、1983年に事業を開始しました。作業所、働く場づくり

を開始して何年か経ち、2001年８月10日、私ごとですが、イエテボリという、スウェー

デンの第二の都市で、人口５万人くらいの街の、グルンデン協会というところを視察し

ました。それは保護者会ではなくて、知的障害当事者がつくっておられる組織で、スウ

ェーデンでは2000年に入所施設を全部解体しています。その後、地域の中で当事者が中

心になって、いろいろな活動を展開しているというのを、関西の５施設、20人くらい
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で、視察しました。国際障害者年で完全参加と平等ってよく言われましたが、当時はま

だノーマライゼーションという言葉がそれほど浸透していなくて、言葉として、ふつう

に地域で生活していけるんですよという理解で、その中身を余り正確に捉えていなかっ

たような時代で、向こうでいろいろ、実際に当事者の方々なり、支援者にお話をお聞き

しました。ニィリエのノーマライゼーションの考え方などを学びました。   

ノーマライゼーションのポイントはニィリエの８項目と言われて、１日のノーマルな

流れ等具体的な指標のことが言われのですが、それはニィリエが一般の方にわかっても

らえるような説明の仕方なんです。具体な指標により制度をつくっていく必要がある。

そして制度が整った中で、人間関係が変わっていくんだよというのがニィリエが考えて

いた方向性であるということを学びました。 

 それで、私たちの作業所運動というのは、働く場をつくって、地域で活動する場をつ

くっていこうということだったんですけれども、やはりそういう方向は誤りではなかっ

たと考えています。ただ、どのようにしてそれをつくって、知的障害当事者が地域の

方々の中に溶け込むか、人間関係をつくっていくところまで進んでいかないといけない

ということで、花の会では、河東田博さんに教えていただきながら、グルンデン協会の

あり方等を教わってきたわけです。入所施設に頼らずとも、地域で作業所やグループホ

ームを利用して、地域で生きれるんですよということを実証していきたいというのが基

本的な方向性であり、これからもそういうノーマライゼーションに沿った活動を展開し

ていきたいです。具体的には、当事者の自己決定や自己選択を、どう取り組み、周りが

それを理解できるような取り組みを行っていきたい。やはり親御さんとしては、入所施

設を利用したい、グループホームでは不安だという方がたくさんいらっしゃって、そう

いうことを払拭していくのが私たちの仕事だと思っています。 

 次に、くすの木園さんの引き継ぎについてということで、いろいろな面があると思い

ます。いただいた書類でも指摘されている、保護者の方との連携をきちんとやっていけ

たらと思っています。 

 次に施設整備についてですが、定員は36名。これは少人数の良さを取りたいという選

択です。私どもは50人規模、60人規模の事業をしていまして、やはり小規模がよく見え

てしまうといったら怒られてしまうのですが、その、メリットが大きいと感じていま

す。短期入所については、ぜひ併設でそれができたらと考えているところです。 

 ちょっと時間がオーバーしていまして、申し訳ありません。 

 

（事務局）ありがとうございました。それでは、ただいまから質疑に入りたいと思いま

す。時間も限られておりますので、回答については簡潔にお願いいたします。まず、事

前にお知らせいたしました質問事項について、事務局より質問を行います。よろしくお

願いします。 

 

（事務局）まず最初に、様式４の２－３、送迎サービスについて、通し番号18になります

けれども「移管後、移管前の送迎体制を継続せざるを得ません」とありますが、現在の
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送迎車のリース及び運行管理委託契約は令和２年の３月で一旦終了いたしますので、継

続するかは法人の御判断になります。また「施設整備後の完成後において、改善等が必

要であれば、協議を行う中で改善を図りたい」とありますが、どのような改善を想定し

ているかお尋ねいたします。 

 

（法人）はい。送迎について、花の会の生活介護では、全事業所、送迎を利用していただ

けるような体制を組ませていただいています。やはり利用者の方が事業所に通うという

ところでは送迎の保障が重要であり、送迎はぜひ継続させていただきます。花の会は基

本的には運転手も車両も全部自分のところでしていまして、委託をしたことがないもの

ですから、委託にするかどうかは金銭的な面や、いろいろな運営面を考えさせていただ

いて、具体的なことを決定していきたいと思っております。改善点については、送迎を

ピストンでされていることを見学のときにお聞きしましたので、時間の短縮ができるか

どうか等を検討させていただけたらいいのかなと思っております。 

 

（事務局）はい。では、次の質問にまいります。様式４の２－８、その他の提案事項につ

いての様式５の施設整備計画書についている部分です。23番と40番の部分になります

が、短期入所の定員を３名とされていますが、定員に男女の区別は設けるのでしょう

か。また、設けるのであれば、その内訳についてはどのようにする予定なのかお尋ねい

たします。 

 

（法人）今のところ定員に男女の区別というということは考えておりません。今、花の会

の短期入所では、その日に御利用される方の男女の割合等々によって、職員配置させて

いただいておりますので、臨機応変にその辺は対応させていただく予定にしておりま

す。 

 

（事務局）わかりました。次に同じく様式４の２－８番、その他の提案事項についての、

様式６の資金計画書の23番について、「工賃について、現状より少しでも多く支給でき

るように生産活動における収入アップを図る取り組みを行います」とありますが、様式

６の資金計画書に、収入の施設整備補助金の内訳として「就労訓練事業等設備加算」を

計上されていますので、機械設備の整備により、生産性の向上、あるいは新たな作業等

を予定されているのでしょうか。収入アップを図る取り組みについて、想定している内

容を施設整備補助の設備加算の用途と合わせてお尋ねいたします。 

 

（法人）はい。生産活動については、今、花の会の生活介護事業ではいろいろな作業をさ

せていただいておりまして、その中でも自主製品をつくって販売するということが利用

者の方にとっての社会参加という意味では、すごくやりがいを感じていただいている部

分だと考えております。お菓子の製造などの取り組みをさせていただいて、いろんなと

ころに販売にも行かせていただき、地域とのかかわりを持ちつつ、生産活動をさせてい
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ただく形がいいのかなと考えております。 

 

（事務局）はい。それでは次に、様式４の３－１の職員配置についての26番、看護職員の

配置について、看護師２名、週２回勤務が２名の配置を行いますとありますが、看護職

員については現在配置されている２名は各々月２回の勤務になっておりまして、現地説

明会におきまして、２名とも継続勤務の意向があることはお伝えしております。募集要

項の参考資料４のくすの木園の概要にも記載していますが、現職員が継続雇用された場

合ですが、月２回勤務を週２回に増やすということなのかお尋ねします。 

 

（法人）申し訳ありません。これについては記載を間違えておりまして、月２回勤務とい

うことでお願いしたいと思います。 

 

（事務局）はい。わかりました。 

 それでは次、様式８の生活介護の施設調書について、８番の生産活動関係の有無です

けれども、それの２番で、共働舎花の会では「作業内容については固定せず、日々利用

者の希望を取り入れながら組み立てを行っています」とありますが、くすの木園におい

ても作業内容は希望制とする予定なのかお尋ねいたします。 

 

（法人）基本的にはその方の担当のお仕事というのを決めてはいかせていただいたらと思

います。事業所全体の取り組みの中でメンバーさんが自分のやりたいことを選択できる

機会をできるだけ設けていきたいなというところで、基本的なお仕事については多分、

ある程度、固定になるかとは思いますが、活動の中でメンバーさんが選択する機会とい

うのを設けさせていただけたらなということで、記載はさせていただいております。毎

日、一から全部希望に沿ってやるというのはなかなか現実の問題としては難しい。でき

る範囲でそういうことを取り入れさせていただいたらなということで考えております。 

 

（事務局）はい。わかりました。それでは添付14の部分の、監査結果及び回答文書の15番

についてですけれども、これは先ほどお配りしました計画書と合わせての話になると思

いますけれども、高槻市からの通知の「実地指導の結果について」に対し、実地指導改

善報告書及び改善計画書として「実地指導に係る改善状況の報告について」を５月20日

に提出されていますが、その後の状況についてお尋ねいたします。 

 

（法人）はい。資料を見ていただけたらと思います。高槻市からは事業所での取り組みは

もちろんですが、法人全体としての取り組みというところを明確に計画書として示して

くださいという指摘を受けておりまして、そこに書いてあるような取り組みを福祉指導

課に提出させていただいております。これについては、法人の事務局会議等、管理職の

集まりなどで報告して、それに沿って法人を挙げて改善していくというようなことで進

めているところです。具体的な内容については、〔１〕、職員の人権意識向上というこ
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とで、中間総括会議というのが、必ず年に１回、10月に法人全体の職員が集まって、会

議をしています。そこで改善の報告、全職員に周知していくというようなことや、マニ

ュアルの浸透、必ず各事業所でのマニュアルはもちろん整備していますが、その辺りの

徹底を、各事業所で必ず実施することで、管理者と確認をさせていただいているところ

です。 

 〔２〕ですが、利用者への理解の促進と支援の改善というところでは、やはり具体的

な利用者の方への理解というものがないと、不適切な支援につながってしまうというと

ころで、野中式の事例検討会というものに力を入れております。これを継続していくと

いうところで、毎月やっている事業所もあったのですが、それを法人全体に広げて、支

援者が困難と感じるケースについては全体で話し合いをして、その方に寄り添った支援

というところを考えていく取り組みをしております。 

 それから、新しい職員さんが入ったときに、メンバーさんへの支援において、困難な

ケースなどがあると、どうしても不適切な言動が出てきてしまうこともありますので、

新しく入られた職員さんには担当のジョブメンターということで、ＯＪＴ担当者を今年

度からつけて、その担当の職員にいろんなことを相談したり、いろんなことを都度都度

で伝えていくというシステムをやっていくということで、今、各事業所でジョブメンタ

ーの対象者と、それの担当する職員さんというのを決めてスタートしているところで

す。チェックリスト等も作成しておりますので、それにのっとった形で、順次面談しな

がら育成を進めていきたいと思っております。 

 続いて、役職者のリーダーシップの発揮ということで、管理者、監督者が集まっての

会議で、いろんな検討を進めていき、虐待防止システムで、外部からいろんな方に事業

所の巡回を行っていただくということで、第三者委員さんや家族の方、理事さん、評議

委員さん等々にまたその辺のお願いをさせていただいているところです。 

 あとは見ていただいたらと思います。虐待防止委員会についても、委員会等としっか

り連携をとっていきながら、御報告をして、御指導をいただきながら、改善に向けての

取り組みを進めていきたいと思っております。以上です。 

 

（事務局）それでは、前回事務局で確認しております質問事項については、一通り御回答

いただいておりますけれども、委員から追加の御質問はございますでしょうか。 

 

（委員）先日は、ありがとうございました。活動を見させていただきまして、非常に活発

な感じを受けました。うちの子は区分６で、くすの木園で作業などをやらせていただい

ています。指導員さんが補助してくださったり、自分でもできる分はありますが、どう

いいますか、気ままといったらおかしいですけど、やるときはやるけど、あとは寝転ん

でいたりなどで、いろいろありまして、仕事をきっちり定期的にというか、規則正しく

ということがなかなか難しい状況があります。いろいろなお仕事を度合いに応じて工夫

されておられるのは見せていただいたので、またそういう形になるのかなと思うのです

が、うまくついていけるのだろうかと少し不安な面があります。その辺はいかがです
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か。 

 

（法人）特別支援学校を御卒業されて入られる方も、御家族は御心配される方が多いので

すが、その人なりの参加の仕方があると思っているのが一つと、あとはやっぱり職員で

その方が、こういうことが得意なんだなとか、こういうことには興味が持てるんだなと

いう発見を、こちらがさせていただかないと、本人さんなりに今日も頑張ってお仕事し

ているなというところまでは難しい部分もあるのかなと考えております。それにはやは

り、例えば１年経てばもう他の方と同じようにお仕事してますよみたいなことでは決し

てないのかなと思っておりますし、目に見える形のお仕事に取り組んでいるのが、お仕

事だと私は余り思っておりませんで、御本人さんなりの参加の仕方というのを、職員で

しっかり見きわめていく、一緒にその場所にいらっしゃるだけで、本人の中ではもう参

加されてるというお気持ちでいらっしゃる場面があったりとか、ちょっと10分くらいう

ろうろして戻ってきて、またそれで参加されるというのも本人さんの中での参加の仕方

という部分だと思うので、余りその形にとらわれてというか、共に働くと書いているか

ら、ずっと働かなあかんみたいなことには考えておりません。しっかり御本人さんを理

解させていただきながら、その方がやりがいを見つけられるような日中活動を目指して

いきたいと思っております。 

 

（事務局）他にご質問はないでしょうか。 

 

（委員）もう一つ、いいですか。くすの木園でも体制が整えば給食をするとお考えのよう

で、読ませていただきました。高槻では畑などを自分のところでされていまして、屋上

の畑を見せていただきましたけれども、そういう場合は、くすの木園で、畑を引き継い

で、そこの材料を基本的に使って給食をされるおつもりですか。 

 

（法人）基本的には決まった業者から仕入れはさせていただいております。ただ、お話し

いただいたように、事業所で農薬を使わずお野菜など育てたりもしていますので、たく

さん採れたので、給食で使ってもらえないかというような、相談をして、その日の発注

をとめて、サラダの材料をうちでとれたキュウリを使おうかみたいなことはしていま

す。基本的には決まった業者から仕入れをさせて頂いております。 

 

（会長）１点だけお伺いしたいと思います。花の会さんの事業概要を見ていますと、在宅

の広い範囲、就労から、児童も放課後等デイをされておられますし、かなり色々な活動

をされているんですけれども、今、委員からも、重度の子の対応というのがどうなのか

なという、理事長さんがノーマライゼーションであるとか、当事者の主体であるとか、

意思決定支援などを大事にしていきたいとか、そういうお話がありましたが、今、地域

移行で施設とか病院から、いろんな方が地域に戻ってきておられますよね。そういう中

でかなり重度な方もおられると思うんですね。この在宅等サービスの中で、就労相談支
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援の中で、サポートセンター、ハイビスカスですか。ここでは行動援護や、同行援護、

重度訪問介護などの、かなり重度な方に対応するようなサービスも展開されていいます

が、このあたりの活動実績というか、どのような感じで、このあたりを大事にしていき

たいという思いでしょうか。 

 

（法人）御指摘のとおり、私どもの生活介護というのは活発だという評価をいただいてあ

りがたいのですが、平均年齢がくすの木園さんは35歳とお聞きして、共働舎は45歳なん

ですね。やはり障害の重い方についても、みんな活発そうに見えるんですが、85％が重

度判定を受けておられる方々なんですね。親御さんも、子供さんの障害が重いというこ

とで、行く末が心配だということもあって、グループホーム等の生活の場、外出支援、

移動支援とか、そういうのに力を入れていこうということなんですね。 

 障害が重くても地域で生活できるんですよという安心感を持っていただけるような体

制をつくりたいというのが法人の願いでして、障害が重いという方についても、自己表

現を持っておられるということも重々承知しておりますので、それを大事にしていきた

いと思っております。それが、ちゃんとうまくやれているのかというと、なかなか万全

ですよなんてことは到底言えなくて、まだまだ不十分な点があるのかなというふうに思

っています。お答えになっていますでしょうか。 

 

（会長）ありがとうございます。 

 

（委員）サービス提供時間ですが、10時から３時半と書いていただいていたと思うんです

けれども、送迎の問題で、朝は９時15分から、最後は４時半までという形になってい

て、実質支援の中に入っているのは10時から３時半ということなんですが、そういう感

覚で捉えてよろしいですか。 

 

（法人）はい。そのとおりです。 

 

（委員）作業をいろいろ見せていただいたら、本当に多角的にいろんなことをされている

と感心しました。課題についても少しでも多くの支給費を、本人支給費を提供できるよ

うに、生産活動の収入増を図る取り組みを工夫していきたいというふうにその経営のと

ころにも書いていただいていますが、具体的にどのような取り組みを、２年後は機械を

導入されてということもあるんですけれども、この２年の中でどういうふうなことを具

体的にされるのかということをお聞きしたいなと思うのと、もう一つはクッキーなどを

すごく熱心にやっておられて、ＨＡＣＣＰに取り組むと方針に書いておられたんです

が、その件も認証を受けられるということなのかを質問させていただきます。 

 

（法人）作業工賃は現在、月、お一人1,000円くらいとお聞きしていますけれども、花の会

では、大体月に16,000円くらいです。メンバーの方は、お金が入った給料袋をもらうと
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きとても嬉しそうです。その日にすぐ使ってなくなる人もいるし、お母さんにぱっと渡

す人もいますが、やはり働いて収入を得る実感を持っていただけたらなということで、

振り込みにせずに、今月何日来たから幾らですよと説明して渡しています。ただ、活動

によって差をつけていません。日数だけです。基本給の月2,000円と、日給等で工賃設

定をさせて頂いてます。私どもが30年前始めたころは工賃は月1,000円でした。メンバ

ー７人だったのですが、何をしていたかというと、畑でとれた野菜をリアカーに乗せて

引き売りをして、今日はいくら売れたなということで、その日のお金をみんなで分け合

うような活動をしていました。やはり、お金が欲しいな、何か買いたいなと、今、皆さ

んもいろいろ知識が増えていて、ＣＤを買いたい、映画を見に行きたい、コンサートへ

行きたいという、そういう思いをたくさん聞きますので、できるだけ所得保障の足しを

していきたい。そのためには、現金収入が必要でして、今、一番収入が得られるのはリ

サイクルショップで、原価がゼロですから、売れたら全部収入になります。そういった

販売活動に展開できるような、結びつけるようなことをしたいんですけれども、まず一

つはクッキーとか、そういうものを商品にしながら、バザーをする等して地域の方々と

つながって、販路を広げていきたい。水耕栽培や、車でカレーのショップは各所で取り

組まれていますが、やっぱり現金収入につながって、なおかつ、メンバーさんが関われ

て、安全性とか、食品の規制も厳しくなってきていますので、それをクリアできるよう

な体制が組めるかどうか、ＨＡＣＣＰの実施は、もう近々で、私ども苦慮してるところ

なんですけれども、それをとっていかないと、実際に販売はできないということなん

で、当然それはクリアしていくということです。 

（法人）共働舎花の会では区分が５、６の方がたくさんおられます。そう見えなかったか

もしれませんが、やはりその中でどういうふうにメンバーさんが社会人として、なるべ

く普通、普通っていうものが何かって言うのは難しいところではありますが、普通に社

会人として生活していくというところに地域の中で近づけていきたいなという思いは非

常に持っておりますので、やはり働いてお金を得るというところを大事にしたいと思っ

ております。額としては非常に少ないですが、販売に行って、ありがとうってお客さん

から言われて、この前売りに来たお菓子やクッキーがおいしかったわとか言っていただ

けると、本当にいい顔をして、皆さん帰って来られますので、やっぱり何かそういう、

やりがいにつながりつつ、現金収入がというところを考えていきたいなと思っておりま

す。 

 

（事務局）もう質疑の時間、ほぼ終了になっていますが、どうしてもあと一つという話が

あれば。 

 

（委員）先日はどうもありがとうございました。２点ほどお聞きしたいなと思っておりま

す。くすの木園さんは、現在、地域との交流を活発にされています。また地域のいろん

な団体さんがくすの木園さんの活動を支援していただいています。もし、花の会さんが

くすの木園さんの運営を担っていただくということになれば、現状の地域との交流を続
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けられるのか、また違う地域との交流を考えておられるのか、全くそういうことは考え

ておられてないのか。そういうところを聞きたいなと思っております。 

 それから、民生委員児童委員協議会では専門部会として、障害者部会という部会があ

りまして、その部会も年１回、くすの木祭りにお手伝いも兼ねて交流もさせていただい

てますので、そういう地域との交流、いろんな関係団体との交流も継続していただきた

いなと思っております。 

 先日お伺いしたときに、クッキーを作っておられる現場を見せていただいたのです

が、作っておられる現場に、我々お伺いしたときに、すっと扉開けられて、中で作業さ

れている方がどうぞということで、クッキーなどを見せていただいたんですが、扉は一

つで、すっとその扉を開けて、もう作業現場と外と何の区別もなくなるというのは衛生

上の問題もありますし、私、以前、同じような作業所に、研修でお伺いしたときに、そ

こは完全にガラス張りで、ガラス越しに中を見ました。何カ所かお伺いしたのですが、

皆さん、衛生面をかなり厳重にされて、衛生面の問題を特に気を使って、きっちりされ

ていたので、ちょっとその面が心配だなと思っております。以上です。 

 

（法人）御質問いただいた１点目は、地域との交流、市の方からも交流をされている現状

というのも、今おっしゃっていただいたお話もお聞きしました。 

 現在、花の会の生活介護事業所にもボランティアの方や、地域の方もたくさん来てい

ただいています。一緒に作業に参加いただいていますし、バザーや夏祭りなどの行事に

地域の皆さんやボランティアの方に入ってもらったりとか、今は学生さんが主力ですけ

れども、やはり昔からずっと来ていただいている方は、これを手伝おうか、あれを手伝

おうかとか、そういうボランティアの方もいらっしゃいます。おっしゃっている地域と

くすの木園さんが培ってこられた関係というのは非常に大切な財産だと思いますし、で

きましたら私どもそれを崩すことなく、発展させていけるような取り組みを、実際どの

程度できるかわかりませんが、ぜひ続けていきたいとは思っています。 

 次に、衛生面ですけれども、見ていただいた共働舎花の会の少し北側に１カ所、生活

介護事業所を建設中です。現在の事象所での設備は、後づけでクッキーの工房や、漬物

の作業場などをつくっているんで設備が不十分となっています。新しい事業所では配食

やパンのところはちゃんと入室するときにチェックができるような控室があり、やはり

そういうシステムをきちんとしていきましょうということで、新しい施設では全てそう

いう設備、準備の段階で更衣と手洗いの整備と、トイレスペースを完全にわけて、衛生

上の問題点をなくすためにも、新しいところに移るという計画にしています。現状でも

一応、保健所にオーケーをもらっているからいいじゃないかというのではなくて、やは

りせっかく皆さんに食べて頂くものですから、いいものを作っていきたいと思っていま

す。 

 

（事務局）それでは、質疑の時間がそろそろオーバーしておりますので、これで法人１、

花の会のプレゼンテーションは終了とさせていただきます。ありがとうございました。
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退室してください。 

 

（法人）ありがとうございました。 

 

＜花の会 退出＞ 

 

（会長）では、法人１のプレゼンテーションが終わりましたので、これより法人１の花の

会の仮審査を行います。 

  まず、事務局から御説明をお願いします。 

 

（事務局）それでは説明いたします。これから行います仮審査については、使用します用

紙につきましては、お手元にございますＡ３の紙ですけれども、前回募集いただきまし

た資料15の用紙を使用していただきます。前回、プレゼンテーションの終了後でないと

採点できなかった項目、24番、25番、34番につきましては、仮の点数ということで、１

を入れていただいておりますので、今から採点を改めてお願いいたします。 

 それから、質疑等でほかの項目について採点の修正が必要ということになりました

ら、修正は可能ですので、本日の採点では赤ボールペンの御使用を願います。集計の時

間短縮を図るため、どの部分が追加、変更された箇所かわかりやすくするために、御協

力をお願いします。なお、修正される場合の元の点数には二重線を引くなど、見え消し

で、横などに変更後の点数を御記入ください。今は仮審査の段階ですので、本審査のと

きには改めて本審査の表を配布いたしますので、今の仮審査のペーパーには、自由に書

き込みしていただいても構いません。仮審査の時間は約10分間を予定しております。終

了の２分前に事務局で残り時間をお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

（会長）ありがとうございました。今、事務局からの仮審査の採点についての説明があり

ましたが、委員の皆さん、何か御質問はございませんでしょうか。よろしいでしょう

か。御意見がなければただいまから採点をお願いいたします。 

 

＜仮審査＞ 

 

（副会長）済みません、よろしいですか。管理予定者の方が、一言も発言なかったと思う

のですが、自己紹介だけで終わっていると思うのですが、この25番の管理予定者のとこ

ろはどうなるのでしょうか。 

 

（事務局）今の状態で多分答えられなかったので、そこは委員さんが御判断されるかとい

うので。 

 

（委員）履歴書を評価するしかないのでしょうか。 
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（副会長）こういう設問があるからには、発言してもらわないと。事務局で発言がなかっ

たらないで、設問に沿った流れでいってほしかったですね。私も今、気がついたんです

が。 

 

（事務局）もう少し、管理予定者の方も話されるかと、こちらも思っていた節がありまし

たので、最初に設問ということは予定はしていませんでした。申し訳ありません。 

 

＜仮審査＞ 

 

（事務局）残り２分です。 

（事務局）10分経過しました。 

 

（会長）皆さん、仮審査の採点は終わりましたでしょうか。よろしいでしょうか。そうし

ましたらどうしましょうか。５分程度休憩ということで。 

 

（事務局）少々時間が押しておりますので、済みません、トイレ休憩くらいということ

で、30分から再開させていただきます。 

 

（会長）では２分で。押していますので、一応、半をめどにお願いします。 

 

＜休憩＞ 

 

（会長）よろしいでしょうか。それでは準備が整いましたので、プレゼンテーション審査

を再開します。事務局、よろしくお願いします。 

 

（事務局）はい。それでは、プレゼンテーションを改めて開始します。法人２の門真共生

福祉会の準備ができておりますので、入室をしていただきます。 

 

＜門真共生福祉会 入室＞ 

 

 それではただいまから、枚方市立くすの木園民営化に係る応募法人プレゼンテーション

を始めます。まず、自己紹介をお願いいたします。 

 

＜法人２ 自己紹介＞ 

 

（事務局）それでは、プレゼンテーションを始めてください。 
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（法人）よろしくお願いいたします。 

本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。私どものプレゼンテ

ーションでは、皆様に大きく３つ説明させていただこうと思います。１つ目は、応募の

動機について。２つ目は事業計画、事業運営、施設整備計画、資金計画等について。３

つ目は移管後及び施設整備完了後のくすの木園と法人について。以上、３点説明させて

いただこうと思います。 

 それでは、１つ目の応募に至る動機について説明させていただきます。資料の様式７

を開いていただけますでしょうか。理事長の履歴書をごらんいただければと思います

が、私どもの法人の理事長は、平成15年から平成20年にかけて、当法人の施設長を務め

てまいりました。この時期は措置から支援費、障害者自立支援法と、制度が目まぐるし

く変わる時期でもありまして、御存じの方も多いかと思います。当時、門真市内にもこ

のような制度の変遷によりまして、事業運営が困難となった２つの法人がございまし

た。そういった際に、利用者の方々を当方の法人で受け入れることを決断したのが、こ

の理事長になります。その後、代がかわりまして、私がその施設長の任についたのが、

約６年前になります。近年になりますと、特に民間事業による障害福祉事業での大量の

参入がありますが、こういった特徴があるのですが、それに対する反動も出始めていま

す。例えばですけれども、収益が赤字になりますと、たちまち事業閉鎖の判断をして、

事業の閉鎖の実行も非常に早くて、利用されていた方が突然活動の場を失うといった問

題が散見されています。このような状況に対して、法人の職員の努力もありまして、何

とか送迎の範囲なども広めながら、そのような利用者の方々の生活に支障が来すことが

ないように、法人としても受け入れる努力を常に行っております。 

 続きまして、様式２のページをごらんいただけますでしょうか。今年の３月末に、い

つもお世話になっております枚方にあります、障害福祉事業所の理事長様から、今般の

くすの木園様の情報の提供をいただきました。後日、枚方市さんから既に二度プロポー

ザルが流れている点の話を聞くに当たりまして、当法人として何とかお手伝いできない

ものかという気持ちがまず働いております。今年４月に早速、くすの木園さまの施設見

学、あるいは情報提供をさせていただきまして、理事長にこの経緯を説明させていただ

いたところ、二つ返事で応募の許可がおりております。このように、当法人のトップの

理事長と、我々、現場職員との意見の風通しのよさ、これはもちろんですが、ともに助

け合うという法人の精神であったり、あるいはその精神は法人の職員にもやはり浸透し

ているというところが、我々が今回応募させていただいた自然な動機といえます。 

 それに加えまして、後押しすることになったのが、こちら様式２に記載されているよ

うな内容になります。これまでくすの木園様へ何度か見学はさせていただいております

けれども、その都度感じていた点は、当法人と似ている点が非常に多かったということ

です。スタッフの利用者へのかかわり方は、法人、事業所によりましては、やはり雰囲

気や傾向が大きく変わるものですが、くすの木園さんとは共通する優しさというような

点が感じることができました。御利用者様の障害の特性、作業や活動等の取り組みに共

通性が実際に多くありまして、当法人との親和性が高いと実感することができました。 
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 こういったことからも当法人の希望といたしましては、現在従事されている職員の皆

様にはぜひ移管後も引き続き従事していただきたいと考えております。理由ですが、御

利用者にとって、これまでと変わらない環境を維持できること、当法人にとってリアル

タイムで御利用者様や、くすの木園、あるいは地域とのかかわりをいち早く学ぶことが

できると考えているからです。 

 門真共生福祉会、我々は今年の４月に地域生活支援拠点を門真市内にスタートさせま

した。この事業は相談支援、ヘルパー、グループホーム、短期入所、福祉避難所といっ

た事業を集約したものになりますが、兼ねてから地域の利用者、保護者の皆様の念願で

もありました門真市に、ほぼございませんでした短期入所や、門真市には入所施設があ

りませんけれども、その門真市に重度の障害者を受け入れるグループホームの設置、こ

ういった期待に利用者、保護者の方々のお声に耳を傾けながら、大阪府さんや門真市さ

んと数年にわたって、入念に協議を行って実現させてまいりました。その結果、門真市

の地域生活支援拠点は、大阪で３番目の多機能拠点整備型の地域生活支援拠点となりま

して、内設しております重度障害者向けのグループホームのサービスの形態は、大阪初

の24時間、365日支援として実現することができております。このように、ここ数年は

特にですが、当事者、法人、行政が一体となって、ニーズに応えることができている。

こういった実績もまた今回の応募の動機となっております。 

 次に、様式３をごらんいただけますでしょうか。当法人は、くすの木園の運営理念、

基本方針を全面的に踏襲してまいります。運営主体の変更による御利用者様への支援、

生活の変化を最小限にとどめるよう運営してまいります。当法人の事業運営に関する理

念は、自分らしく、地域で、共に生きることができるようにをスローガンとし、その理

念は地域で生活することを基本に、御利用者が社会に参加し、活動することを通して、

自己実現を図ることを目指し、また働くことに対する意欲を高め、自立した生活を営め

るように支援することです。 

 最後に、この理念・方針は、くすの木園のくすの木宣言とも一致しているものと理解

しております。当法人が運営を担うに当たって、くすの木宣言を理解し、実践すること

は可能であるというふうに考えております。 

 続きまして、様式４をごらんください。（２）の定員になりますが、これまでどおり

日中活動の現36名からスタートしてまいります。今回我々は定員60名という形で書かせ

ていただいておりますが、移管後からすぐに利用、契約者を増加していくことはござい

ません。数年後、新施設誕生後ですが、それ以降、10年以降、先を見越すような長期的

目標として、少しずつ御利用者さんを増やしていく予定としております。なお、その他

追加する事業、定員に関しましては、現御利用者様方と随時、または地域性に配慮しな

がら、丁寧に議論を重ねていく予定としております。 

 続きまして、様式４の３ページをごらんください。サービス内容ですが、土曜日開

所、泊まり行事等は引き続き、くすの木園らしさを変えない形で、将来にわたって事業

継承を行います。また、年度末休み、お盆休みなどについては、ニーズの確認をさせて

いただいた後、現事業体制と比較を行いながら、開所の検討も行ってまいりたいと考え
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ております。引き継ぎ期間中の合同支援などはもちろんですが、移管後も御利用者、既

存の職員の皆さんの意見を積極的に取り入れてまいります。（４）の食事についてです

が、現状のお弁当以外に、これは例えばですが、厨房による給食の提供、あるいは地域

の方も御利用できる喫茶空間等、そういった御希望がもしございましたら、新施設の設

計、あるいはその後の計画に盛り込んでいけるように議論してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、様式５の施設整備計画書をごらんください。短期入所は男女２名ずつ、計４名

を定員として設置いたします。相談支援事業所を設置いたします。枚方市と協議を行っ

た上、福祉避難所の設置を目指します。その他の配置予定の部分に関してなんですが、

現状の御利用者さんの状況を大前提として、例えばカームダウンスペースは、移管後、

御利用者さん個々の様子を見させていただく中で、皆さんの意見、考えを盛り込むこと

ができるようにしていきたいと考えております。また、利用者さんはもちろんのことで

すが、地域の方、ボランティア、保護者の方、職員、一人一人が通いやすく、安心し

て、安心感を感じることができる環境、空間づくりを目指していきたいと考えておりま

す。くすの木園の皆様の念願でもある短期入所事業ですが、設備や定員に関しても並行

して検討を行いながら、くすの木園の短期入所体制を段階的に展開させてまいります。

また、緊急時の受け入れ、非常災害時の備蓄、近年多い地震や台風にも強くて、継続運

営が可能な施設設計を行います。緊急時、非常災害時等のマンパワーの連携ですが、こ

れは仮に福祉避難所が指定されなくとも、新施設内の日中事業、ショートステイ、相談

支援等の連携はもちろんなんですが、既にございます門真市内における、当法人の地域

生活支援拠点事業等々、一緒に連携することによって、こういった一定の役割を担うこ

とが可能であるのではないかと考えております。 

 次に、様式６の資金計画書をごらんください。収入にございます社会福祉施設等施設

整備費に関してですが、日中活動、60名とさせていただいている理由の一つですが、収

入の箇所、日中活動で、補助額が１億7,140万円になっているかと思います。こちらで

すが、定員を40と仮定した場合に、この補助額を算定いたしますと、１億280万円にな

ります。済みません、こちらは今、記載しておりません。この１億280万円と比較いた

しますと、約7,000万円の減少となります。補助額が減少となります。この差があたえ

ます施設や設備の整備の影響というものは、やはり将来的に見ても大きなものと考えて

います。一方で、これまでも申し上げてまいりましたが、くすの木園らしさ、これを全

面に施設、設備のハード面を、利用者、保護者、職員と議論しながら、これからのくす

の木園の思いと夢を盛り込んでいきたいというふうに考えております。 

 最後に３つ目の、移管後、施設整備完了後のくすの木園についてですが、先ほどから

も申し上げておりますが、移管後も、くすの木園らしさを変えない形で事業継承させて

いただき、運営させて頂くことがこのプレゼンテーションで申し上げたい、もっともな

主張となります。その上で、新施設の内容につきましても、御利用者さんの御意見を十

分に取り入れていきたいと考えております。繰り返しになりますが、移管後の利用者の

新規契約に関しましては、急激なものではなく、10年以降先を見据えた、長期にわたっ



－20－ 

た段階的な受け入れを行ってまいりたいと考えております。 

 今回の募集は新設のくすの木園に関する内容であります。しかしながら、くすの木園

の皆様にとりましては、数年後にできる、この新しい施設、日中活動、短期入所の場が

決してゴールではない筈です。「親なき後」の問題に関しても、当法人に先日皆様お越

し頂きましたけれども、グループホームの設置の御要望というものはやはり非常に多く

あったというふうに記憶しております。新施設完成後も、皆様の意見をお聞きしなが

ら、枚方市におけるグループホームの展開も、当法人としてはぜひとも実現していきた

いという風に考えております。 

以上になります。プレゼンテーションを終了させていただきます。ありがとうござい

ます。 

 

（事務局）ありがとうございます。 

それではただいまから質疑に入ります。時間も限られておりますので、回答について

は簡潔にお願いいたします。それでは、事前にお知らせいたしました質問事項につい

て、事務局より質問を行います。 

 最初に、様式４の２－８、その他の提案事項についての様式５の施設整備計画所につ

いてです。23番と40番につきまして、短期入所の定員を男女２名ずつの計４名を目標に

展開するとされています。それにつきまして、男女の内訳は固定されているのかをお尋

ねいたします。 

 

（法人）まず、訂正をさせていただきます。様式５の施設整備計画書をごらんください。

様式５の施設整備計画書のところで、短期入所、キッチンと書かれてあるところが２カ

所になっております。そこは１カ所に訂正してください。また、その下にあります、短

期入所、風呂、脱衣場のところですけれども、１カ所と書かれてありますけれども、そ

こを２カ所に訂正をお願いいたします。 

 質問に対する答えですけれども、男女２名ずつの固定を前提に考えております。 

 

（事務局）わかりました。それでは次に、様式４番の２－８のその他提案事項についての

様式５の施設整備計画書、同じですけれども、23番と42番に記載の分で、ユニバーサル

トイレはどのような設備を予定されているのか、また、カームダウンスペースは、組み

立て式のような簡易型のものか、それとも居室として独立した空間なのかお尋ねしま

す。 

 

（法人）お答えします。ユニバーサルトイレにつきましては、車椅子で入れる広いスペー

ス、ウォシュレットつきの洋式トイレ、オストメイトの方対応のトイレ、ナースコール

などを併設したトイレを考えております。カームダウンスペースにつきましては、簡易

型の物であったり、スヌーズレンなどのそういった形というものに今は断定せずに、利

用者や保護者の意見を聞きながら、現利用者の特性に合わせた設計を行いたいと思いま
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す。 

 

（事務局）わかりました。次に、様式４番の３－２、生活支援員等の採用及び構成につい

ての28番についてですが、「くすの木園での勤務を希望する場合は、積極的に検討す

る」とありますが、継続雇用を希望する職員を正職員として雇用することを検討されて

いるかお尋ねします。 

 

（法人）お答えします。当法人の採用方式に沿ってジャッジを行い、合格であれば正職員

として雇用する考えであります。 

 

（事務局）はい。わかりました。それでは様式５の施設整備計画所の39番についてです

が、「生活介護36名からスタートし、地域のニーズを踏まえ最大60名」とありますが、

様式６資金計画書に施設整備補助金の内訳として、定員41人～60人の区分の基準額を計

上されています。新施設の定員は補助金申請の定員にあわせる必要がありますので、整

備計画としては41人スタートとなりますが、問題はありませんか。 

 

（法人）はい。41人スタートで問題ありません。先ほどのプレゼンの中でも申し上げまし

たとおり、我々のイメージといたしましては、新施設スタート時に、いっきに60人に増

やすのではなくて、10年以降先を見据えた、長期にわたった段階的な受け入れを考えて

います。 

 

（事務局）わかりました。続きまして、同じく施設整備計画書の39番ですけれども、様式

５の配置予定欄に多目的室②として「〔軽運動ができるスペース。地域交流の場とし

て、福祉避難スペースとしても利用〕」とあります。また、福祉避難スペースは施設整

備補助金の加算対象となりますので、様式６資金計画において、収入の補助金の内訳に

も避難スペース整備加算を計上されています。この加算については、地域の防災計画に

位置づけられている事が必要ですが、現段階では本市の防災計画への位置づけは不透明

です。補助金の加算対象外となった場合、多目的室②の設置の有無についてお尋ねしま

す。 

 

（法人）はい。お答えします。日々の活動や地域交流の場として、多目的室②の設置を考

えております。福祉避難所として指定されず、補助金の加算対象外になったといたしま

しても、多目的室②は設置いたします。 

 

（事務局）続きまして、様式８の生活介護施設調書の３番の職員の状況についての（５）

健康診断受診状況についてですが、法人内で実施する健康診断は事業所に雇用する全職

員を対象としているのか、または正職員のみが対象なのかお尋ねいたします。 
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（法人）当法人は非常勤を含めまして、全職員受診の対象となっております。くすの木園

職員も同様となっております。 

 

（事務局）はい。わかりました。それでは事前に確認しておりました質問については、こ

ちらで以上、全て回答をいただけましたので、委員の方からの御質問はございますでし

ょうか。 

 

（委員）監査結果及び回答書を追加で提出していただいておりまして、指導の結果だと

か、それに向けて改善報告書を追加で提出していただいておるんですけれども、直近の

物が平成28年かとお見受けしておるんですけが、それ以降、特段の実地指導がなかった

のか、何らかのものがあったかということになるのか、そのあたりを教えていただけま

すでしょうか。 

 

（法人）平成28年以降の通常の事業監査がございました。それは今回とは違うヘルパーで

あったりとか、そういうところの事業監査でありまして、生活介護及び法人本部関係の

監査は、これが最新の物になります。 

 

（委員）ありがとうございます。そうしますと、虐待だとか、そういった報告だとかとい

うことは特段ないということでしょうか。 

 

（法人）それで大丈夫です。 

 

（委員）予算関係で様式６だったかと思いますが、福祉医療機構から１億3,000万円、借り

入れ予定と伺っておりまして、２点あって、先ほどの避難スペース加算が仮になくなっ

たというか、見込みということですが、なくなった場合には、借り入れが増えるのかと

いうことと、この借り入れに関しての返済計画や、何年間どうこうというあたりだと

か、概要で結構ですけれども、ありましたら教えてください。 

 

（法人）はい。医療機構の返済に関しましては、基本的に30年ということが決められてい

て、こちら側がチョイスできるわけではないということをうかがっております。それが

１点で、福祉避難スペースの加算等がなくなることによって、これは福祉医療の機構の

借入金が上がるというわけではございません。同じような形で、補助金額が下がります

と、借入額も必然とパーセンテージがやはり基準があるようで、落ちてしまうというこ

とになります。その分、自己資金からお金を出していかなければならないというような

状況かと認識しております。 

 

（委員）結構大きな金額だと思いますが、自己資金が1,500万円なのか、これが3,400万円

なのか、約5,000万円近くなってしまうということ、ちょっとなかなか難しいのかなと
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いうような気もしますが。 

 

（法人）基本的にかなり漠然とした中で、坪単価何十万ということを前提として、今回は

坪単価で算出しているというところが、まず１点ございますので、実際設定している金

額よりも坪単価が下がるということは、まず分かっています。それが１点目です。自己

資金がこれが避難スペースがなくなりますと、今、おっしゃるように3,000万円、4,000

万円という形で上乗せになってくるかと思いますが、流動資産等の状況も見る当たり、

そこは大丈夫だろうというようなところでおこさせていただいております。 

 

（事務局）ほかに質問ございませんか。 

 

（委員）先日はどうもありがとうございました。短期入所のことで質問させていただきた

いんですけれども、現状、やはり保護者の方からの希望がすごく大きい項目でありまし

て、今の利用者の男女比で男性のほうがかなり多いので、２名ずつの固定になった場

合、今後男性を増やして頂くとかということができないと、保護者の方から苦情という

か、かなり厳しい御意見が出る可能性があるんですけれども、そのあたりはどのように

お考えでしょうか。 

 

（法人）同じフロアで提供していくのか、あるいは男女でわけるのか、そういったところ

は今後おっしゃられるように、くすの木園の男女比、ニーズ、もちろん外部もあると思

うんですけれども、この４名というのは最低条件なのかなと考えています。そこから５

ないし６という形で増やしていくのか、そこで男性のニーズがどれくらいあるのかとい

うのは、やはりこれからいろいろ勉強させていただかないといけないかなと。ですの

で、４を最低条件だというふうに捉えていただければ結構かなと思います。 

 

（会長）私から１点だけお伺いします。今年度から地域拠点の整備事業を、拠点をスター

トさせられたということですが、その中のショートステイも、くすの木園のショートス

テイと連携を持ちながらということですけれど、その連携の中身なんですけれど、今、

門真市でやっておられるショートステイに関しては、かなり保護者の方のニーズは高い

ということを聞いておりますし、高度障害でありますとか、医療的ケアを抱えた人と、

障害者と、その対応ということもかなりあると思う、これはどこの拠点の話でも同じな

んですけれど、まだ始まったばかりですけれども、そういうニーズであるとか、それに

対する対応とか、くすの木園のショートステイとの連携の中で、そういったノウハウが

どういう形で反映されるかということをお伺いしたいと思います。 

 

（法人）まず、我々で整備できていないのは医療的ケアの部分、こちらはまだ整備できて

おりません。看護師をどういう形で配置していくのかというのは、今後の地域の課題と

いう形で、全面に出しながら、うちの法人でどうやっていくかということは考えており
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ます。強度行動障害の方々に関しましても、現状の拠点の中での短期入所のみならず、

これまでも別の場所で短期入所を実施しておりました。そういった中で、すいません。

定員が２名だったので、なかなかそれが実績は上がってこなかったんですけれども、現

在もグループホームで入居されている方も、強度行動障害の方、いらっしゃいます。そ

ういったところでのノウハウというのは、徐々にではありますが、蓄積できているとい

うのが現状です。 

 もう一つ、連携に関してですが、昨年ありました大阪北部地震の時、枚方は門真市よ

り大分被害が大きかったというふうに聞いております。一方で門真市はどうだったかと

いうと、全く問題がなかった。災害対策本部ができたとか、そういったことも一切あり

ませんでした。それは逆のパターンも恐らく台風が起こったとき、あり得るときに、通

常は門真で通常は枚方でもちろんでしょうけれども、何かがあったときにうちの法人の

中で、こちらで何か困ったことがあったら泊まれますよというようなことが、まず一つ

の法人の中でできるのではないかと考えております。 

 もちろん、枠に限りがありますので、なかなかそこをどう今後、突破していくのかと

いうのは、もちろん、これは行政を踏まえて話をしていきたいなと思っております。以

上です。 

 

（事務局）ほかには何かございますか。 

 

（委員）くすの木園の事業の御理解をいただき、ほとんど継承していただけるということ

ですが、畑等の取り組みや、イベントの部分では旅行など、そういった部分は未整備と

おっしゃっていましたが、その辺りを継承していただけるのかという点と、それから、

夏冬春は協議によってどうしていくかは検討するとようなことをおっしゃっていたと思

うんですが、その辺具体的に考えておられましたら、お知らせ頂きたいということと、

もう一つ済みません、ボランティアの受け入れですけれども、必要に応じて受け入れる

と書いていただいていたと思うんですけれども、必要に応じてということは、必要でな

ければ受け入れないという、そういう意味があるのか、意味がないのかということを、

お聞きしたいです。よろしくお願いします。 

 

（法人）必要に応じてという部分は、特に意味はございません。ずっと、くすの木園さん

が大事にされている部分は、もちろんそれは継承していきたいというふうに考えていま

す。それと、夏、冬、春というのは。 

 

（委員）休み、休暇のことです。 

 

（法人）うちの法人とすごく枝わかれしたのは、我々、昔、土曜日も開所もしておりまし

たし、年度末も休みがあったんですけれど、うちの法人の場合はどうしても土曜日の開

所がうまくいかなかったという経緯があって、盆休み開けます、年度末も開けますとい
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う選択肢をとっていました。一方で、お泊まりの旅行も当時の施設長だった時代もやっ

てるんですね。ですから、そういったところは非常に抵抗なくできるかなというふうに

思っていること。畑であったりとかという部分は、そういうのが好きな職員でもありま

すし、とても楽しみにしております。ですので、全面的にそういうところは、むしろ教

えてもらいながらやっていきたいなと思っております。 

 

（委員）済みません、もう１点だけ。計画相談に取り組むと書いて頂いていまして、特定

の分でいえば、サービス等利用計画と思いますが、市内在住の方を採用という予定にな

るのか、くすの木園の利用者分を思っておられるのか、よろしくお願いします。 

 

（法人）あくまで門真市の例になりますが、同じ法人で抱え込んでいくというのが、これ

がいいのかどうかというのが常々つきまとう理由なんですね。ですから、生活介護を御

利用になられて、短期入所も御利用になられて計画もとなると、一つの法人が全てを抱

え込んでいる。これが枚方市さんの見解として、いいのかどうか。もしそれがよくない

のであれば、やはり我々は枚方市のくすの木園外の方々に対して計画を立てていくのが

妥当あろうと思いますし、その辺は臨機応変にいきたいと思っています。 

 

（委員）ありがとうございます。 

 

（事務局）他に御質問ございませんか。 

 

（委員）作業内容に関してなんですけれども、多分当分の間は今の作業を継続して、利用

者さんに余り変化がないように努めていただけると思うのですが、将来的に作業の幅を

広げるというか、種類を増やすとか、そういうことはお考えでしょうか。 

 

（法人）うちの法人、門真市の方では、もぎりであったり、空き缶プレスなど、本当に似

てるところがたくさんあります。その一方でくすの木園さんがお持ちの作業もあります

し、私どものほうで既に持っている仕事ももちろんあります。やはり35名、６名いらっ

しゃる御利用者さん、それぞれ少し見させていただく中にも、やっぱりこういう仕事が

あったらいいよなとか、逆に紙漉きなんかは我々は廃れていっているほうなので、むし

ろ逆に教えてほしいなとか、そういう意味合いでも利用者さんの活動の幅を広くしてい

くというのは大事なことだと思ってますので、利用者さんの力に応じて、そういった提

供、その幅を広げていきたいと思っております。 

 

（委員）ありがとうございます。 

 

（事務局）他にございますでしょうか。 
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（副会長）先日はどうもありがとうございました。大きな問題ではないと思いますが、先

日お伺いしたときに、正面の入り口が施錠されてなくて、入所者の方が自由に出入りさ

れているというのをお聞きしまして、たまに遠方まで出かける方もおられると。高齢者

の認知症とはまた違うと思うのですが、そういうことによって、事故等が今まで発生し

ているのかどうか、それと管理予定者の方の福祉に対するお考えを聞きたいなと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（法人）御利用者さんも、私も15、６年ここへ務めておりますけれども、コンビニで見つ

かったとか、大量のジュースを持って帰ってこられたとか、そういうようなことはやは

り過去にございます。そういった面はありますが、交通事故を起こされたとか、そうい

うようなことはこれまでには一度もございません。我々も常々、閉ざされた施設であっ

ても、開かれた施設であっても、やはりリスクというものはつきまとってくるものだと

思っています。そういう意味では、我々は常に開かれた、そういった施設を目指してい

きたいということを、これは当時の施設長だった時代から、やっぱりそういうものが根

づいてきているというようなところで、そこは引き続き大事にしていきたいと考えてい

ます。 

 

（法人）私、全く違う畑からこちらに採用されてきましたが、障害者の方々と一緒にかか

わる中で、わからないことばかりだったんですけれども、石橋をはじめ、いろんな先輩

方から教えていただきまして、こちらの思いが通じたときや、何か成功したときなどの

達成感というのはすごく喜びを感じる仕事だなと思っております。様々なところに研修

に行かせてもらいまして、もう本当にずぶの素人だった私も、このように予定者に選ん

でいただきまして、すごく意気に感じております。やはり困っている方や、力をかして

ほしいという方に対して、手助けしたいなという思いはありますので、今回もし、くす

の木園さんとそういう関係になれれば、一生懸命頑張っていきたいと思っております。

以上です。 

 

（事務局）間もなく質疑終了の予定時間となりますが、最後にどうしても聞いておきたい

こととかございませんか。よろしいですか。 

 それでは特に質問等ないようですので、以上をもちまして、門真共生福祉会のプレゼン

テーションを終了します。ありがとうございました。退席していただいて結構です。 

 

（法人）ありがとうございました。 

 

＜門真共生福祉会 退出＞ 

 

（会長）法人２のプレゼンテーションが終わりましたので、これより法人２の仮審査を行

います。先ほどと同様に赤のボールペンで採点をお願いします。時間は10分程度ですの
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で、また事務局から時刻が近づけばお知らせください。 

 

（事務局）それでは今から仮審査を開始してください。10分になりましたらまたお知らせ

いたします。 

 

＜仮審査＞ 

 

（事務局）残り２分です。 

（事務局）10分経過しました。 

 

（会長）はい、時間となりましたが、仮審査の採点は終わりましたでしょうか。これより

事務局に集計していただきますので、ただいまから15分程度休憩ということにいたしま

す。 

 

＜集計・休憩＞ 

 

（事務局）お待たせしております。ただいま、仮集計表の印刷の作業しているところです

ので、しばらくお待ちください。 

 

＜集計表配付＞ 

 

（事務局）大変お待たせしました。集計結果を今から配付しております。 

 

（会長）それでは会議を再開いたします。委員の皆様方のお手元に、仮審査の集計結果が

配付されております。事務局より集計結果の概要を説明していただきましょうか。 

 

（事務局）それでは、集計結果の概要について説明いたします。まず、全体の得点になり

ますが、花の会が389点、門真共生福祉会が384点ということで、花の会が５点上回って

います。それから、花の会に高い点を投じた委員は４名、門真共生福祉会に高い点を投

じた委員は２名です。同点の委員が１名おりますので、このままでしたら花の会が５

で、門真共生福祉会が２ということになります。基準だけで申しますと、今の時点で花

の会のほうが採用となる点数にはなっております。あと、傾向といたしましては、得点

の分布を見ていますと、資料15の中で見ますと、応募法人の経営等に関する事項という

部分につきましては、花の会のほうが高得点になっています。それから施設運営に関す

る事項については、花の会のほうが高得点、サービス内容につきましては同点、４番の

職員体制に関する事項につきましても同点、それから引き継ぎに関する事項につきまし

ては門真共生福祉会のほうが高い点をとっておりまして、保護者等への対応に関する事

項については花の会のほうが高得点、施設整備計画に関する事項については同点となっ
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ております。 

 概要としては以上になっております。ですので、このまま本審査の得点となりました

ら、条件は満たしている状態ではあります。 

 

（会長）はい。ありがとうございました。そういうことで、３つの条件があったと思いま

すが。 

 

（事務局）３つの条件のうち、基準点合計を満たしているということを、漏らしておりま

した。申し訳ございません。 

 

（会長）そうですね。資料９－１の選考審査の手順についての下のほうの運営法人の選考

というところで右側に３つの条件、基準点合計294点以上を満たしているというのが１

つ目、２つ目が各委員の総合計を集計した結果、総合計が最も高い法人ということ、そ

れと３つ目が委員ごとに総合計を比較し、最も多くの委員が「甲法人」に最も高い点を

つけた場合ということで、これですと、花の会がこの３要件を満たしているということ

ですので、一応、仮集計上は花の会が選考されたということになるんですけどもいかが

でしょうか、何か気になったことございませんでしょうか。 

 

（委員）同点の方がいらっしゃるのと僅差であるので、この報告書の最後の付帯意見をま

とめるというのがこちらの審査会の作業であれば、付帯意見に少し花の会の心配事項だ

とかも踏まえて書くということも必要なのかなと。 

 

（会長）条件つきみたいな感じですか。 

 

（委員）条件ではないですけども。 

 

（会長）ちょっと気になるところがあるのですね。 

 

（委員）そうですね。同点の方はどう捉えるのかというところと、僅差であるということ

で少し配慮のある記載にしたほうがよいかと思います。 

 

（会長）記載の内容にね、という御意見ですが、そうでしょうね。他にございませんでし

ょうか。 

 

（事務局）ただいま委員がおっしゃられた点の中で、同点の取り扱いにつきましては、選

考審査の手順の資料９－１に書いていますとおり、合計が同点の委員はより多くの総合

計の点をとっている法人を選んだものとするという基準がございますので、それにつき

ましては花の会のほうに点を投じたものという形で取り扱いができることにはなってお
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ります。 

 

（会長）はい。ただそうなんですけどね、一応、同点の委員さんがおられるという点と合

計点もかなり接近しているという点がありますので、その法人間の格差があんまりない

という理解であれば、それなりの文書化するとき、そのときにコメントを書くときには

そのあたりを考慮した文書化が妥当ではないかということなので、私もそう思うんです

けどね。 

 

（事務局）はい。その点につきましては、何か御意見等ありましたら御発言いただけたら

と思います。 

 

（会長）ほかございませんでしょうかね。 

 

（事務局）それぞれ優れていると思った点について、御意見いただけませんでしょうか。 

 

（会長）優れた点があればという。何かございませんでしょうか。 

 

（委員）花の会で私が感じたのは、プレゼンテーション、計画的だったかはわかりません

が、理事長さんは歴史的にも障害福祉のことをかなり一生懸命取り組んでこられたって

いうことで、スピリットみたいなものが、熱いものがおありだなということはすごく感

じました。第三者委員の設置に関しても枚方でも設けるということで、高槻とはまた別

途設けるということをおっしゃっていたことだとか、それから地域とのつながりを一生

懸命取り組んでいく予定であるようなことをおっしゃっていたことは非常に良いなと感

じました。他方で、門真共生福祉会で一番私の評価というか良いなと思ったところは、

くすの木園の引き継ぎに関して一生懸命、今の状態をとにかく維持、そしてスタッフの

方だとか利用者さんにも不安がないようにということをすごく配慮されていたところ

が、花の会よりも門真共生福祉会のほうが上回っていたのかなと感じております。私か

らは以上です。 

 

（会長）ありがとうございました。ほかございませんか。 

 

（副会長）今日のプレゼンの中身ではないのですが、見学に行かせてもらったときの感想

といいますか、花の会のほうが受け入れ体制が温かかったと。見学で来られる方をかな

り受け入れされていると思いますので、そういうのが大分違うかなと思いました。当

日、理事長さんも先頭になって出迎えて、待っていてくれたということと、温かく優し

く、やっぱり障害者の施設の職員さんだなというのが、当日、感じました。門真共生福

祉会のほうは冷たくはないのですが、忠実に仕事を、今日の説明された方も、仕事に対

して物すごく熱心にされているというのは分かるのですが、もうちょっと温かみのある
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応対をしていただいたらいいのではないかなと、それが実際の仕事として、実務の仕事

として、それがどうなってるかいうのは私はちょっと判断つかないですね。そういう感

想を持ちました。 

 

（委員）花の会は、管理予定者の方の発言がなかったことはとても残念でちょっと気にな

りましたが、本当に高い理念をお持ちでいろんなことをやってこられて、利用者主体で

すし、いろんな運動も地域でされてこられたということは、とても学ぶべきことが多い

と思いました。門真共生福祉会へ見学に行くまでは、花の会が本当に理想的だと思って

たのですが、見学に行ったときに利用者さんや園の状況を見て、門真共生福祉会の方も

おっしゃってましたけども、とてもくすの木園に似て、ペースもゆっくりですし利用者

のペースに合わせた取り組みになっていたんですね。午前中は作業で昼からはレクリエ

ーションで、まるでくすの木園の支援内容を見ているような感じでした。本当に利用者

さんがスムーズに移管できることは何なんだろうという考えも大事ですし、特に虐待に

対して、花の会はとてもいろんなことをされていて、そこは本当に今後のこともありま

すので大事だなと思いましたが、利用者さんが本当に無理なくフィットできるっていう

のは門真共生福祉会かなと思いました。ですので、本当にどちらがどうということでは

ないですが、花の会にお願いしたいのは、先ほどおっしゃっていましたけども共働舎の

建設時期が６月にもつれ込んで、くすの木園の立ち上げのときに結構近いので、そこで

のさばき方をうまくやっていただきたいというのと、やはり見学に行って思ったのは利

用者主体で、利用者ペースでありながらも結構利用者がわーっと忙し過ぎて動き回って

いるというような感じがとてもして、先ほど発言もありましたが、ついていけるペース

かなということが少しあってね、利用者のペースに合わせてゆっくりやっていただけた

らなと思います。支援区分５以上の方がほとんどですので、資料を見てもそうなってい

ましたので障害の重たい方のノウハウはたくさん持っておられるとは思いますけれど

も、利用者さんの今の取り組みの視点を壊さないながら、少しずつ花の会が思っている

ようなペースに持っていっていただくのが一番いいかなというふうに思います。その点

を、またよろしくお願いします。 

 

（会長）ありがとうございます。他の方はいかがでしょうか。 

 

（委員）大分迷いましたが、花の会は活動的で、門真共生福祉会は落ちついた感じで対照

的ですよね。うちの息子はあまり活動てきでいないので、こちらがいいかなと思った

り、逆に花の会は非常に活発に外へ出ていっていますので、ずっと施設に引きこもって

いるのが本当にいいのかどうか、いろいろ迷うところがありまして、どちらも特徴が違

うなという感じはありますね。経済面でいうと門真共生福祉会のほうがかなり大きいよ

うな、３倍ぐらい大きいという感じで、資力があって、長く続いてくれるかなと。花の

会も経営的にはすごく安定していますが、門真共生福祉会はさらに安定している気がし

ました。ただ活動を見ると、やはり地域に出ていくところがすごく花の会のほうが強く
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出ていましたので、いろいろ不安はありますが、引きこもるよりはいいかなという気も

しています。 

 ２法人ともなかなか立派で、どちらに決まってもいいなという気も我々としてはあり

ます。以上です。 

 

（委員）息子は自閉症ですので、自閉症の割には人とのコミュニケーションもとりたい

し、別に人が嫌いというわけではありませんが、どちらかというと整然としたところで

落ちついて生活するほうが好きなので、もちろん花の会にもすごくいいところがたくさ

んあるのはわかっていますけれど、私としては作業所の雰囲気などを見ると門真共生福

祉会のほうが自閉症の方にとってはいいなって、カームダウンペースもつくられると

か、実際に門真の作業所にも息抜きができる場所もあって、それがすごくいいなと思い

ました。あともう一つが、やっぱり将来的にグループホームも、もちろん考えていくと

断言されていましたが、花の会はそこはまだおっしゃってなかったというのがあって、

やはりくすの木園も年配の方がいらっしゃるので、その方の将来がどうなるのかという

のは割ともう差し迫っている状況なので、グループホームを積極的に考えてくださるほ

うがいいのかなっていうのはありますし、あとやはり委員もおっしゃったように環境が

なるべく変わらないほうがいい方がたくさんいらっしゃるので、そこを考えると門真共

生福祉会さんのほうかなって。 

 ただ、花の会も評価できるところはたくさんあって、本当に私も迷いますが、見学に

行ったときも管理予定者の方がほとんどお話をされなかったので、大丈夫なのかなっ

て、それはすごくありまして、門真共生福祉会の管理予定者の方は全然畑違いのところ

から来られたんですけど、私が見学に行ったときに、多分自閉症の方だと思うんですけ

ど、その方に気にいられたというか、私にその方がまとわりついて離れなくなってしま

ったのですが、その引き離し方などがとても自然な感じで、無理やりではなくてすっと

離してほかの職員さんに渡して、でも、また戻ってきての繰り返しで、だからそんなに

強引に離すとかでもなくて、気がついたらいつの間にか離れていたみたいな感じでした

ので、さりげないやり方が私はいいなと思いました。 

 

（会長）よろしいでしょうかね。 

 そうしましたら、時間となりましたのでこれから本審査に移りたいと思います。事務

局から御説明をお願いします。 

 

（事務局）はい。長時間の議論、お疲れさまです。本審査表に記入していただくことにな

りますが、皆様に本審査表をお配りしているところですけれども、先ほど仮集計に基づ

き意見交換を行っていただきまして、これにより委員の皆様には審査結果がもう固まっ

たかと思います。仮審査の採点から点数を修正されることも可能ですので、最終の採点

内容を本審査表にボールペンで記入してください。全ての記入が終わりましたら、内容

を確認していただいた上、委員のお名前を署名してください。採点が終わりましたら、
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事務局でもう一度、集計をさせていただきます。黒のボールペンで結構です。先ほど

は、修正した部分がわかるようにということで赤にしておりましたので。 

 

（委員） 丸だけつけて計算はしなくていいですか。 

 

（事務局）集計は結構です。事務局で計算します。 

 

（会長）そうしましたら採点をお願いします。 

 

＜本審査＞ 

 

（事務局）５分経過しました。 

 

（事務局）はい。５分経過しましたが、本審査表への記入は皆様、お済みになっていらっ

しゃいますでしょうか。 

 

（会長）ちょっとまだの方おられます。 

 

（会長）それでは皆さん、本審査の採点は終わりましたでしょうか。事務局で集計をお願

いいたします。また、先ほどと同様に集計には若干時間を要すると事務局から聞いてお

りますので、これより15分ですかね。 

では、その間、休憩ということでお願いいたします。 

 

＜集計・休憩＞ 

 

＜集計表配付＞ 

 

（事務局）大変お待たせして申し訳ございません、集計表を配付しております。集計表は

行き渡りましたでしょうか。 

 

（会長）それでは、事務局から集計結果を報告していただきます。 

 

（事務局）それでは、本審査集計の結果について御説明をいたします。 

 本審査集計表の右端の合計欄の最下段の総合計をごらんください。これより選定される

条件を御確認いただきます。 

 まず１番の基準点合計294点以上を満たしていることにつきましては、法人１花の会

388点、法人２門真共生福祉会386点、ともに基準点を満たしております。 

 次に２番、各委員の総合計を集計した結果、総合計が最も高い法人であることにつき
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ましては、法人１花の会が該当します。 

 次に３番の委員ごとに総合計を比較し、最も多くの委員が法人１の花の会を選んでい

ることにつきましては、各委員の総合計欄の下に数字の１がつけられている法人が最も

高い点数をつけられていることを示しています。 

 つきましては、法人１花の会を選ばれた委員数は４人となることから、法人１花の会

が３つの条件を全て満たしていることになります。 

 ただいま申し上げましたとおり、集計結果によりまして花の会が引き継ぎの法人とし

て選定されたという結果になりました。 

 別添３につきましては集計の結果を、得点を入れましてコメントも入れたものを答申

の際に添付として提出することになっております。ただいまこちらにつきましては、コ

メント等はまた後ほど編集した上でということになっております。こちらの選定結果に

つきましては市長に報告していただいた後、ホームページ等で公表していく資料となっ

ております。最後の評価内容の法人１と２というところにつきましては、委員の皆様か

ら評価の高かった項目等を中心に抽出するとともに、これまでの審査内容から各委員の

御意見などを取りまとめた案をこの事務局で作成した上、会長に御確認いただきました

上で作成していきたいと考えております。 

 

（会長）よろしいですか。 

ただいま事務局から本審査集計の結果、さらに報告書に添付する選定結果〔案〕につ

いて評価コメントの作成方法も含めて説明がございました。選定結果といたしまして

は、既定の条件を満たしている社会福祉法人 花の会を移管する法人として選定いたし

ます。 

 次に、評価コメントについては、まだ作成をしておりませんが、これはどうしましょ

うか。 

 

（事務局）先ほどいただきました御意見を、事務局でまとめさせていただきまして、会長

長に御確認いただきまして。 

 

（会長）私に御一任ということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局）よろしくお願いいたします。 

 

（会長）ありがとうございます。そうしましたら、先ほど委員から評価コメントに関する

御意見をいただきましたが、まだ原案ができていませんので、コメント欄につけ加える

コメントがございましたらお願いしたいのですが、何かございませんか、こういうこと

は言っておきたいとか。 

 よろしいですか、お任せいただけますでしょうか。 
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（会長）ありがとうございます。そうしましたら、法人の評価コメントについては事務局

と調整の上、作成させていただきます。 

 以上で、本選定審査会といたしましては、運営法人の選定と応募法人の評価を行いま

した。この後の予定はどのようになっていますか。 

 

（事務局）本日、選定審査会において枚方市立くすの木園の運営法人の選定と応募法人の

評価を行っていただきましたので、選定結果につきましては市長に報告していただく予

定をしております。つきましては、小寺会長に選定審査会を代表してお願いをしたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（会長）はい。それでは、本日の選定結果の報告につきましては、私が本選定審査会を代

表して市長に御報告をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。では、答申後の正式な決定について事務局より御説明をいただ

きたいと思います。 

 

（事務局）運営法人の正式決定につきましては、事務局において内部手続きを経た上で決

定させていただくことになります。そのため、正式決定は８月中になります。それまで

は、選定結果は公表いたしません。委員の皆様には守秘義務がございますので、公表ま

ではほかの方にお伝えしないようによろしくお願いいたします。なお、公表の時期につ

いては決まり次第お知らせをさせていただきます。 

 最後に第３回、第４回選定審査会の会議録の案を、後日、郵送でお送りさせていただ

きますので発言内容等の御確認をお願いいたします。以上です。 

 

（会長）はい。ありがとうございました。ということで、公表の時期は事務局からお知ら

せが後日あるということですので、それまでは委員の皆様方は本日の結果を他の方にお

伝えしないようにお願いいたしたいと思います。それでは、最後になりますが福祉部長

さんより御挨拶があると伺っています。よろしくお願いいたします。 

 

（福祉部長）本日はお忙しいところ、また長時間にわたり御熱心に御審議いただきまして

本当にありがとうございます。委員の皆様におかれましては、昨年の７月の第１回から

本日まで計４回にわたりましてこの枚方市立くすの木園民営化に係る法人選定に御尽力

いただきまして、誠にありがとうございます、感謝申し上げます。先ほど事務局からも

申し上げましたが、本市といたしましては、本日、選定いただきました結果を尊重し、

８月中には正式に決定とさせていただき、本市ホームページ等で公表させていただきた

いと考えております。今後は、正式に決定いたしました法人におきましては、募集要項

の定めを遵守し、現在のくすの木園のサービスを円滑に引き継ぎ、利用者の方々が安心

して過ごせるよう取り組みを進めてまいります。また、民営化後も施設整備等に本市と

の協議等を行いまして、適宜、保護者や地域の皆様には取り組み状況などを説明いただ
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き、丁寧な対応に努めてまいりたいと存じますので、どうぞ今後ともよろしくお願いい

たします。本日は、誠にありがとうございました。 

 

（会長）ありがとうございます。委員の皆様には熱心に御議論いただき、無事に法人を選

定することができました。長時間にわたって審議、お疲れさまでございました。審査会

運営に御協力いただきましたことを、この場をおかりいたしましてお礼を申し上げま

す。 

 それでは、以上をもちましてくすの木園民営化法人選定審査会を閉会いたしたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

 


