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１ 選定審査会開催状況 

平成 30年（2018年）７月24日から令和元年（2019年）７月 30日の間で、下表のとおり

選定審査会を開催した。 

 

回 日    時 開催内容 

第１回 平成 30 年（2018 年）7 月 24 日（火） 18:00～ 
運営法人募集要項（案）、選定基準（案）

について 

第２回 平成 30年（2018年）11月 20日（火） 18:00～ 
運営法人募集要項、選定基準の見直し

について 

第３回 令和元年（2019 年）6 月 25 日（火） 14:00～ 

運営法人の応募状況について 

運営法人の選定方法について 

運営法人選定審査について 

第４回 令和元年（2019 年）7 月 30 日（火） 14:00～ 
応募法人プレゼンテーション審査 

運営法人の選定について 

 

２ 運営法人の募集 

 枚方市立くすの木園民営化に係る運営法人募集要項（以下「募集要項」という。）を定め、

募集要項に基づき下記のとおり運営法人の募集を行った。 

●第 1回募集  （応募法人なし） 

  平成 30年（2018年）8月７日（火）から 9月 21日（金）まで   

●第 2回募集  （応募法人なし） 

  平成 30年（2018年）11月 27日（火）から平成31年（2019年）1月 28日（金）まで   

●第 3回募集 

 令和元年（2019年）5月 9日（木）から令和元年（2019年）6月７日（金）まで 

（１） 運営法人応募に係る申込書類の配付 

令和元年（2019年）5月 9日（木）から 6月 7日（金）まで 

（２） 運営法人募集説明会及び現地見学会 

日時：令和元年（2019年）5月 16日（木） 

会場：枚方市立くすの木園、新施設整備予定地（枚方市立すぎの木園） 

（３） 運営法人応募に係る申込受付 

令和元年（2019年）5月 27日（月）から 6月 7日（金）まで 

（４） 応募法人運営事業所見学会 

    令和元年（2019年）７月 9日（火）、7月 12日（金） 

委員 4名が応募法人の運営する生活介護事業所を見学
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３ 運営法人の応募状況 

 

法人

番号 
受付日（申請順） 応募法人名 運営事業所名（定員、所在地） 

１ 
令和元年（2019年）

６月６日 

社会福祉法人 

花の会 

共働舎花の会 (53人、高槻市) 

第２共働舎花の会 (60人、高槻市) 

第４共働舎花の会 (52人、高槻市) 

２ 
令和元年（2019年）

６月７日 

社会福祉法人 

門真共生福祉会 

ジェイ・エス ステージ（40人、門真市） 

第２ジェイ・エス ステージ（20人、門真市） 

第３ジェイ・エス ステージ（20人、門真市） 

 

４ 運営法人の選定 

（１）選定方法 

応募法人が２法人であったことから、募集要項 10．（４）の規定に基づき、最高点とな

った法人を以下の方法で選定した。 

①書類審査 

応募法人から提出された申込書類及び添付書類の内容について審査 

②プレゼンテーション審査 

応募法人からプレゼンテーションを受け、内容について審査 

 

（２）評価方法 

応募法人が提出した書類及びプレゼンテーション内容を審査し、各委員が選定審査表

（仮審査用）に採点を行った。各委員の採点結果を仮集計し、仮集計内容について意見交

換を行った。 

意見交換後、各委員が選定審査表（本審査用）に採点を行い、集計の結果、最高点を

獲得した法人を選定した。 

 

（３）審査結果 

  上記の審査方法に基づき審査を行ったところ、下記のとおりの審査結果となった。 

 

【応募法人審査結果】 

法人番号 法人名 得点 得点順位 

１ 社会福祉法人 花の会 388 １ 

２ 社会福祉法人 門真共生福祉会 386 ２ 
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５ 選定結果 

４の（３）の審査結果により、社会福祉法人 花の会が最高点となったことを確認した。 

よって、本選定審査会としては、社会福祉法人 花の会を枚方市立くすの木園の運営を

移管する法人として選定することとしたが、以下の通り意見を付す。 

   今回の審査においては、両法人とも優れた提案内容を示しており、ごく僅差での選定 

結果であり、各委員からも各々優れた点がある旨のコメントがあった。 

選定された法人には、自身の強みを生かしながらも現くすの木園の運営を尊重し、丁寧

な引継ぎを行いつつ、利用者ニーズを柔軟に取り入れながら施設整備を行うなど、より利

用者に寄り添った施設の運営に努めていただきたい。 

 

＜添付書類＞ 

 １ 枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会 委員名簿 

 ２ 枚方市立くすの木園民営化に係る運営法人募集要項 

 ３ 枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会選定結果 



 
別添１ 

枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会委員名簿 

 

 

委 員 名 分 野 区 分 所 属 

小寺 鐵也 障害福祉 学識経験を有する者 
種智院大学人文学部社会福祉学

科教授 

東 奈央 法律 学識経験を有する者 大阪弁護士会 

杉本 隆志 経理 
経理に関する専門的知

識を有する者 

近畿税理士会枚方支部 広報・

厚生委員 

石田 善彦 保護者 

くすの木園の保護者を

代表する者 

枚方市立くすの木園保護者会 

山下 寛子 保護者 枚方市立くすの木園保護者会 

荒 義重 福祉関係団体 
枚方市民生委員児童委

員を代表する者 

枚方市民生委員児童委員協議会

副会長 

原田 かおる 福祉関係団体 社会福祉事業従事者 
枚方市社会福祉協議会 

枚方市立くすの木園所長 



別添２ 
 

枚方市立くすの木園民営化に係る運営法人募集要項 

 

枚方市立くすの木園は、昭和 53 年 4 月に「枚方手をつなぐ親の会」が知的障害者更

生施設として開設し、昭和 55年４月に市に移管、平成 18年４月には指定管理者制度が

導入され社会福祉法人枚方市社会福祉協議会が管理運営をしてきました。 

市では新行政改革プランにもとづき、同施設のあり方を検討した結果、公立の施設と

しては廃止し民間活力の導入により、より質の高いサービスの提供や効率的・効果的な

運営を図り、重度障害者への安定した支援を行っていくため、同施設の運営を社会福祉

法人（現指定管理者を除く。（以下「法人」という。））に移管することとしました。 

また、現施設が老朽化していることから、移管に際しては新施設を法人にて整備を行

い、利用者の安全性、利便性の向上を図ります。 

今回、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき下記のとおり、枚

方市立くすの木園の移管及び、くすの木園を設置、運営する法人を募集します。 

 

１． 移管する施設の名称、所在地、定員等 

枚方市立くすの木園 枚方市津田東町２丁目 35番１号 定員 36人 

敷地面積 約 1,400平方メートル、建物面積 約 506平方メートル 

構造 鉄骨造 平屋建  昭和 53年建築 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下｢法｣という。）第

５条に規定する生活介護を実施 

 

２． 移管する時期 

    令和２年(2020年)４月１日 

 

３． 移管条件 

（１）用地について Ｐ８＜参考資料１＞ 

①枚方市は、法人に枚方市立すぎの木園跡地約 3,000平方メートルを 10年間、枚方市

立くすの木園敷地約 1,400平方メートルを、本要項の「３．（４）施設整備等につい

て」のとおり、新施設を法人で整備し、移転が完了するまでの期間、契約により無

償で貸し付けます。また、枚方市立すぎの木園跡地については貸付期間満了前に枚

方市と協議のうえ、期間を更新することができるものとします。（※敷地面積は概算

です。） 

②貸付け土地は、原則として、法第５条に基づく障害福祉サービス事業等以外の用途に

使用することはできません。ただし、「４．（９）サービス内容等について⑧」の協

議により認められた場合に限る。 

③貸付け土地の維持管理に要する費用は法人の負担とします。 

（２）建物等について Ｐ９＜参考資料２＞ 
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①枚方市は、項目１．に定めるくすの木園の貸付け対象となる土地上にある建物及び付

属物を契約により無償で貸し付けます。貸し付け期間は本要項の「３．（４）施設整

備等について」のとおり、新施設を法人で整備し、移転が完了するまでの期間とし

ます。 

②貸し付けを受けた建物等を原則として、法第５条に基づく障害福祉サービス事業等以

外の用途に使用することはできません。 

③現在施設内に設置しているＡＥＤ及び防犯カメラは、施設管理法人が設置したものの

ため、移管する際に撤去しますので法人で新たに設置すること。 

④貸付け建物の維持管理に要する費用は法人の負担とします。ただし、自然災害等不可

抗力による修繕については、市と協議するものとする。 

（３）備品・物品について 

①現在、市が所有する備品及び物品は、無償で譲渡します。 

②譲渡を受けた備品及び物品は原則として、法第５条に基づく障害福祉サービス事業等

以外の用途に使用することはできません。 

（４）施設整備等について 

①くすの木園の新施設整備 

法人は、くすの木園隣接地の枚方市立すぎの木園（平成 31 年４月移転）の跡地内に

新施設を令和５年(2023年)３月までに整備すること。あわせて、施設内環境の向上

に努めること。また、新施設の整備にあたっては、利用者の安全対策・騒音対策な

ど必要な措置を講じること。 

②貸付時の敷地状況 

枚方市立すぎの木園建物、遊具等（フェンス、門扉を除く。）の解体工事を枚方市で

行い、更地にして引渡します。 

（５）整備のスケジュールについて 

令和２年度(2020年度)  補助金の協議、建築確認等の申請 

令和３年度(2021年度)  新施設整備の着手、移転（令和４年(2022年)３月 31日） 

（※国の補助採択がなく、再度協議をあげる場合はスケジュールが 1年ずれます。） 

（６）法律及び関係法令等の遵守について 

新施設整備に当たっては、安全対策を図り、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）、

宅地造成等規制法（昭和 36年法律第 191号）及びその他の関係法令並びに枚方市指

定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成 25 年 12 月９日枚方市条例第 53 号）、枚

方市開発事業等の手続等に関する条例（平成 17年６月 27日枚方市条例第 46号）等

を遵守するとともに、別途、枚方市と協議すること。 

（７）新施設整備に係る補助について Ｐ10＜参考資料３＞ 

国の補助制度を活用した枚方市障害者施設等整備費補助金交付要綱に基づき、施設

整備等に要する費用に対し補助金を交付します。国との補助協議の結果、補助金の

国の内示額が協議額に比して減額された場合における補助金の額は、市負担分の補
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助金の増額により、国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に規

定する協議当初時点の国庫補助基本額と同額を補助することとなります。なお、国

庫補助金交付対象事業として不採択となった場合は翌年度に再度、補助協議を行う

ことにより、上記の補助金を交付します。また、再度不採択になった場合の補助金

の額については、減額された場合と同様の取扱いとします。 

（８）法人の負担について 

水道、下水道及びその他電気・ガス等に係る手続き及び費用、また、敷地内工事に

係る手続き及び費用については法人負担とします。 

供給処理施設については以下のとおりです。 

・雨水排水：枚方市と協議の上、引き込みを行ってください。 

・汚水：枚方市と協議の上、引き込みを行ってください。 

・電力：電力事業者と協議の上、引き込みを行ってください。 

・ガス・水道：枚方市立すぎの木園で使用していた管の利用が可能です。 

（９）シックハウス対策について 

新施設整備に際し使用する建材や家具等については、シックハウスの原因の恐れと

なる化学物質（ホルムアルデヒド等）の発生がない、若しくは極力少ないものを採

用すること。 

（10）新施設整備に係る保護者等への説明について 

新施設整備にあたっては、事前に保護者や地域に説明を行うなど、誠意をもって対

応すること。 

（11）協定書の締結について 

法人は、枚方市と移管に関する協定書を締結するものとする。また、締結する協定

書に記載する各種事項については、信義誠実の原則に基づいて履行すること。 

 

４． 応募資格及び条件 

（１）令和元年(2019 年)５月１日現在で、法第５条第７項に規定する生活介護を大阪府内

において、引き続き６年以上運営している社会福祉法人で、法人本部を大阪府内に

設置していること。 

（２）障害福祉施設を運営するために必要な経営基盤及び社会的信望を有していること。 

（３）法令、通知などを遵守し、移管を受けた法人自らが運営すること。 

（４）制度の改正や社会状況等の変化により、「枚方市立くすの木園民営化に係る運営法人

募集要項」の内容に変更が生じる時は、枚方市と法人で協議の上、変更するものと

する。 

（５）枚方市の障害福祉行政をよく理解し、積極的に協力を行うこと。 

（６）理事長は、社会福祉事業に熱意と識見を有すること。 

（７）管理者は、障害福祉事業に熱意のある者であり、障害福祉事業の理論と実践につい

て知識と経験を有する者を配置すること。 

（８）くすの木園運営について 
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①法第５条に規定する生活介護を実施し、定員は 36人以上とする。なお、定員の設定

にあたっては、良好な施設運営が可能となるようにすること。また、移管時にくす

の木園に在籍する利用者については、移管後も利用を希望する場合、引き続き利用

できるようにすること。 

②サービス提供時間の開始は午前 10 時以前、終了は午後 3 時 30 分以降の時間帯とす

ること。 

③開所日は月曜日から金曜日とし、土曜日に月１～２回開所すること。（祝日・年末年

始を除く。） 

④運営については、枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25年 12 月９

日枚方市条例第 53 号）、及び関係法令、通知等を遵守すること。ただし、職員配置

については、本要項の「４．（10）職員について」によるものとする。 

⑤危機管理体制を構築するとともに、事故防止及び発生時の対応について必要な措置

を講じること。また、損害賠償保険に加入すること。 

⑥障害者虐待を未然に防止する取り組みを図ること。 

（９）サービス内容等について 

①移管前の日課・年間計画や利用者及び保護者の意向を踏まえ、利用者の障害特性等に

応じたサービスを提供すること。（移管前のサービス内容については、Ｐ11＜参考資

料４＞くすの木園の概要を参照） 

②個別支援計画を半年毎に作成し、利用者及び保護者との懇談を実施すること。 

③利用者の送迎サービスを継続すること。 

④食事は、利用者の個々の状況に十分留意して提供すること。 

⑤健康診断、医療相談を実施する等して、利用者の健康管理を行うこと。 

⑥計画的な職員研修の実施など、積極的に障害福祉サービスの質の向上に努めること。 

⑦上記①～⑥の他、サービス提供に関する新たな取り組みや、年間行事・余暇支援等に

ついて法人の考えを示すこと。提案があれば行うこと。 

⑧法第５条に規定する短期入所の開設について積極的に検討すること。その他の障害

福祉サービス事業を実施する場合は、市と事前に協議した上で、利用者及び保護者

等とよく協議を行い、理解を得ること。 

（10）職員について 

①管理者、サービス管理責任者、医師、看護職員、生活支援員等の配置については、枚

方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 25 年 12 月９日枚方市条例第 53 号）

等に定める配置基準を満たすこと。 

②生活支援員等は技量、経験等に配慮した配置とすること。 

③くすの木園に勤務している職員が移管後のくすの木園での勤務を希望する場合は、そ

の採用について積極的に検討すること。 

④苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置するとともに、第三者委員を配置し、苦情
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に対して適切な対応を行うこと。 

⑤Ｐ14＜参考資料５＞大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき、「公正採

用選考人権啓発推進員」の設置に努めること。 

（11）引き継ぎ等について 

①法人決定後、枚方市と合同で保護者説明会を速やかに開催するとともに、必要に応じ

て随時説明会を行うこと。 

②保護者代表、法人、枚方市の三者で構成する三者懇談会を、枚方市と移管に関する協

定の締結後から移管後１年までの間設置し、必要に応じて懇談を行うこと。また、

期間終了後も、市の求めに応じて懇談を行う場合がある。 

③枚方市と移管に関する協定の締結後から、管理予定者及びサービス管理責任予定者等

は、随時、くすの木園を訪問し、利用者個々の特性把握や支援方法等についての確

認（年中行事の当日参加や企画段階からの参加、確認を含む）を行うとともに、く

すの木園の職員と引き継ぎのためのサービス提供（以下「合同支援」という。）の実

施計画作成の協議を行うこと。 

④令和２年(2020 年)１月から３月の３か月間「合同支援」を実施し、法人は３つのク

ラスに各１人ずつ生活支援員を配置し、現職員と共同で支援を行うこと。また、「合

同支援」に従事した生活支援員は、移管後、各クラスに配置すること。 

⑤看護職員についても、「合同支援」期間中に随時派遣し引き継ぎを受けること。 

⑥「合同支援」期間中において、各クラスに配置予定の生活支援員等は、くすの木園の

サービス管理責任者、生活支援員とともに保護者との個人懇談を行うこと。 

⑦移管後、枚方市職員がサービス支援内容等の確認のため、法人本部やくすの木園等に

訪問するときは協力すること。なお、「合同支援」に係る費用については、枚方市が

必要と認めた額の範囲内で負担するものとする。※枚方市の負担額は、枚方市非常

勤職員賃金を基に３か月間、３人分とする。 

（12）その他 

①新施設移転までの間、農園活動や送迎バス駐車場等については、隣接地の市有地を所

定の手続きにより貸付けることができる。 

②くすの木園の運営に当たっては、保護者及び保護者会、地域に対して誠意を持った対

応をすること。 

③既に通所している利用者の負担が増えないようにすること。新たなサービス実施の対

価として利用者に負担を求める場合は、事前に保護者に説明し、理解を得た上で実

施すること。 

④移管前のくすの木園のボランティアについては、本人の意向があれば、継続して受け

入れるよう努めること。 

⑤利用者及び保護者が、法人の運営する施設の見学を要望した場合、可能な限り協力す

ること。 

⑥くすの木園指定に係る事前協議及び申請等の手続きについては法人が行い、費用は法

人の負担とする。 
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⑦保護者及び地域と連携してサービスの提供が展開されるよう配慮すること。 

５． くすの木園運営申込書等の配布 

（１）配布日時：令和元年(2019年)５月９日（木）から６月７日（金）まで 

午前９時から午後５時 30分まで（正午から午後０時 45分を除く） 

※土曜日、日曜日は除く。 

（２）配布場所：枚方市役所福祉部障害福祉室（市役所別館１階） 

※くすの木園運営申込書等は、市ホームページからダウンロードして入手できます。 

 

６． 申込受付及び場所 

（１）受付日時：令和元年(2019年)５月 27日（月）から６月７日（金）まで 

午前９時から午後５時 30分まで（正午から午後０時 45分を除く） 

※土曜日、日曜日は除く。 

（２）受付場所：枚方市役所福祉部障害福祉室（市役所別館１階）  

（３）申し込みにあたっては、くすの木園運営申込書等に必要事項を記入の上、直接ご持

参ください（郵送等による申し込みは受け付けません）。 

（４）提出部数：12部（正本１部、写し 11部） 

   ※上記、受付日時後の申し込みは受け付けません。 

（５）状況により追加書類を提出していただくことがあります。 

（６）提出されたくすの木園運営申込書等については、返却いたしません。 

（７）応募に関し必要な費用は、応募法人の負担とします。 

 

７．提出書類 

  別紙「枚方市立くすの木園移管に係る提出書類等及びプレゼンテーションについて」

に定める各種書類。 

   

８．説明会の開催及び現地見学会について 

    本件募集に当たり、説明会等を次のとおり開催します。なお、説明会の参加は応募の

必須条件ではありません。参加自由です。 

◇日  時：令和元年(2019年)５月 16日（木）午後１時 30分から 

◇場  所：枚方市立くすの木園（枚方市津田東町 2 丁目 35 番１号）（説明会は食堂に

て実施し、その後、見学会を実施します。） 

◇集 合：直接現地に集合してください。 

※参加する場合は、令和元年(2019年)５月 14日（火）までに、１法人３人以内で参加

者氏名を報告してください。また、当日、自動車を利用される場合は、その旨を併せ

てお知らせください（期日までに申し込みがなければ、参加することはできません）。 

 

９．募集に係る質問等について 

◇本件募集に係る質問等がある場合は、別紙「質問書」に記載し、令和元年(2019 年)



 

7 

５月 20日（月）までに、ファクスまたは電子メールで、ご提出ください。 

◇回答については、令和元年(2019年)５月 24日（金）までに、枚方市のホームページ

上で公開します。 

  ファクス番号  ０７２－８４１－５１２３ 

    メールアドレス shogaif@city.hirakata.osaka.jp 

 

10.選定及び決定等 

（１） 選定は、枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会（以下、「選定審査会」という。）

において行い、その選定結果を踏まえて、枚方市が決定します。 

（２） 応募締切後、応募された法人名を市のホームページで公表します。 

（３） 選定は、提出された書類及び応募法人の代表者等によるプレゼンテーションにより

行います。プレゼンテーションは 15分以内とし、プレゼンテーション後、ヒアリン

グを行います（プレゼンテーションを含め、おおむね 30 分程度）。また、その内容

については会議録として、後日、公表します。 

（４） 選定は、選定審査会において、別に定める選定基準に基づき採点を行い、最高点と

なった法人を選定します。 

（５） 応募法人が１法人の場合、選定審査会において採点を行い、別に定める基準点を満

たしていることを条件に選定します。 

（６） 選定結果については、書面で通知します。また、法人決定後、市のホームページで

公表します。本件に係る応募法人からの提出書類について情報公開請求があった場

合は、枚方市情報公開条例に基づき公開します。 

（７） 法人選定後、選定された法人の様式９〔提案内容概要書〕については、保護者等へ

の説明資料として活用します。 

 

11．問い合わせ先 

枚方市福祉部障害福祉室 

住 所 枚方市大垣内町２丁目１番 20号 

ＴＥＬ ０７２－８４１－１４５７（直通） 

ＦＡＸ ０７２－８４１－５１２３ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shogaif@city.hirakata.osaka.jp 
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＜参考資料１＞ 

くすの木園移管に伴う各施設位置図 

 

用地概要 

 ①くすの木園 ②新施設用地（すぎの木園跡地） 

所有者 枚方市 枚方市 

所在地 津田東町２丁目 35番１号 津田東町２丁目 35番２号 

敷地面積 約 1,400平方メートル 約 3,000平方メートル 

区域区分 市街化調整区域 市街化調整区域 

建ぺい率 ６０パーセント ６０パーセント 

容積率 ２００パーセント ２００パーセント 

防火地域 建築基準法第 22条指定区域 建築基準法第 22条指定区域 

高度地区 指定なし 指定なし 

その他 
・宅地造成工事規制区域 

・砂防指定地 

・宅地造成工事規制区域 

・砂防指定地 

賃料等 

無償 

賃借期間 

令和２年(2020年)４月１日から 

新施設への移転完了まで 

無償 

賃借期間 

令和３年(2021年)４月１日から 

令和 13年(2031年)３月 31日まで 

 

①くすの木園 
約 1,400平方メートル 

②新施設用地 
（すぎの木園跡地） 
約 3,000平方メートル 

第二京阪道路 
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＜参考資料２＞ 

くすの木園建物平面図 
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＜参考資料３＞ 

枚方市障害者施設等整備費補助金交付要綱 

 

平成 26 年 ３ 月 31 日制定

枚 方 市 要 綱  第 38 号 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、枚方市補助金等交付規則（昭和40年枚方市規則第30号）の規定に基

づいて交付する障害者施設等整備費補助金（以下「補助金」という。）について必要な事

項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 補助金の交付の目的は、障害者施設等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123号）第79条第２項の規定に基づいて行う障害

福祉サービス事業（重度障害者等包括支援を行う事業を除く。）を行う施設、同項の規定

に基づいて行う一般相談支援事業及び特定相談支援事業を行う事業所、同法第83条第４

項の規定に基づいて設置する障害者支援施設又は児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

34条の３第２項の規定に基づいて行う障害児通所支援事業等を行う事業所をいう。以下

同じ。）の整備の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に資することとする。 

 （補助金の交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内の障害者施設等の整備を行う者とする。た

だし、暴力団等である者を除く。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の障害者施設等の整備を行う事業で、次

のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 枚方市障害福祉計画その他市長が示す基準に適合するものであること。 

 ⑵ 国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（以下「国要綱」という。）に基

づく補助の対象となることについて国の内示を受けたものであること。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、当該補助対象事業についての国要綱に規定する国庫補助基本額（こ

の算定に当たっては、国要綱に規定する中核市が補助した額は、考慮しないものとする。）

の範囲内で市長が適当と認める額とする。 

 （事前協議） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、補助対象事業

の遂行に必要な財源、用地等の確保が確実にできることを記載した所定の事前協議書を

市長に提出し、補助対象事業の内容について、市長と協議しなければならない。 

２ 前項の事前協議書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則［平成27年6月30日枚方市要綱第48号］ 

１ この要綱は、平成27年７月１日から施行する。 

２ 平成27年度までの年度分の補助金については、なお従前の例による。 



 

11 

＜参考資料４＞ 

くすの木園の概要 （平成 31年 4月 1日現在） 

①利用者の状況 

利用者数：35名 （定員 36名） 

男女比：男性 22名、女性 13名 

年齢構成：10代 0名、20代 9名、30代 22名、40代 3名、50代 1名 

支援区分：区分 3 2名、区分 4 5名、区分 5 16名、区分 6 12名 

在籍年数：1年未満 0名、1～5年未満 4名、5～10年未満 3名、 

10～15年未満 11名、15～20年未満 17名 

②職員配置 

（平成 30年度 平均障害支援区分 5.1） 

管理者 1 名（常勤）、サービス管理責任者 1 名（常勤）、生活支援員 13 名（常勤 10 名、

非常勤 3名）、看護師 2名（非常勤各々2回/月）、医師 2名（嘱託医）、事務員 1名（非

常勤） 

 

③開所日及び（平成 31年度）利用者数（平成 30年度） 

開所日数：255日（祝日を除く月～金曜日 235日、土曜 19日、日曜 1日） 

臨時休業：年末年始 5日、年度末 2日、夏季 4日 

延べ利用者数：8,102人（利用者増減なし） 

 

④食事 

業者の昼食弁当を個々の状況に応じて提供。刻み、分量調整、油もの量調整等 

 

⑤送迎 

・マイクロバス 1台（付添 職員１名） 

送迎ルート：くすの木出発（8:00）⇒津田元町 2 丁目⇒西野村バス停前⇒西池之宮バス

停前⇒小松団地バスロータリー⇒田ノ口団地前⇒招提南町バス停⇒養父丘バス停⇒船橋

北バス停⇒欽明台西⇒長尾家具町⇒家具団地バス停付近⇒長尾谷町 1 丁目コンビニ前⇒

長尾谷町宅配便事業所横⇒藤阪郵便局⇒長尾元町薬局前⇒長尾台薬局前⇒氷室台⇒くす

の木到着（9:59）  

・ワゴン車 1台（付添 職員１名） 

送迎ルート：1 巡目 くすの木出発（8:00）⇒茄子作 1 丁目バス停付近⇒藤田川保育所

前⇒東香里元町⇒香里ヶ丘 9 丁目バス停付近⇒東中振中央公園前⇒松下体育館前⇒枚方

中学校前⇒くすの木園到着（9:13） 

2 巡目 くすの木出発（9:15）⇒津田東町福祉センターバス停前⇒交野警察前⇒茄子作 4

丁目コンビニ前⇒茄子作北町コンビニ前⇒村野東町住宅⇒村野浄水場裏⇒西野村バス停

前⇒くすの木園到着（10:09） 

 

⑥健康管理 

嘱託医による医療相談（精神科 月 1回、内科 月 1回） 

健康診断 年 1回、希望者にインフルエンザ予防接種・レントゲン検査・歯科検診 

 

⑦個別支援計画  

年 2回（5月・11月）作成し、護者・利用者・担任・サービス管理責任者と懇談を実施 
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⑧作業 

３つのクラスに分け、各クラスに担任を配置して実施 

軽作業（箱作業・しょうゆもぎり） 

リサイクル作業(アルミ缶プレス、廃銅線剥離作業、缶・パックの回収、紙すき等） 

 野外活動（農園作業） 

 

⑨余暇 

毎週金曜日 午後 

料理（軽食・デザート作り）、外出（公園・喫茶店・モール街・スーパーなど）、 

園内（造形・レクリエーション・園芸）季節行事等 

土曜開所  月に１～2回 

調理実習（カレー、ちらし寿司、手打ちうどん、園で採れた旬の野菜を使って調理） 

外出（植物園、公園等） 

 

⑩地域との関わり 

地域の方々、ボランティアの協力を得てリサイクル作業を実施。また、園の自家製無農

薬野菜の地元町会での販売、地域行事への参加、園内行事への参加を呼びかけて交流。

宮山町の防災訓練に参加。 

 

⑪保護者との連携 

園内での出来事や利用者の様子を伝え、連絡相談を密に行うほか、個別相談もニーズに

応じて実施。保護者会・役員会（各年７回）、また、保護者研修会や講演会を実施。 

 

⑫ボランティアの受け入れ  

くすの木園行事の参加、牛乳パックの整理、紙すき 

  

⑬その他の取り組み 

室内運動、レクゲーム、造形活動、カラオケ、ウォーキング等 

 

⑭年間行事 

４月 入園式／新年度事業説明会 ７月 ふれあいスポーツ交流会に参加 

８月 宿泊体験（八幡市） 10月 くすの木まつり 

９月 第 1回 外出活動 12月 ジョイフルクリスマスに参加 

１月 第 2回 外出活動 ３月 宿泊研修会旅行 

 

⑮日課 

8:00 10:00 10:30 11:55 13:30 14:30 15:30 17:30 

利用者 

送 迎 

更衣 

・ 

朝礼 

作業・野外 
（月･火･
木･金） 

みんなの会 
ウォーキング 

（水） 

昼食 

 

休憩 

作業 

（月･火･水･木） 

ﾌﾗｲﾃﾞｰｻｰｸﾙ 

（金） 

片付け 

終礼 

更衣 

利用者 

送 迎 
 

※ワゴン車送迎  朝 一巡目到着 9:15  夕方 二巡目出発 16:30  
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⑯収支状況（平成 27～29年度） 

⑰介護給付費 報酬加算等状況 

福祉専門職員配置等加算Ⅲ、送迎加算Ⅰ、送迎加算（重度）、処遇改善加算Ⅱ 

市施設のため公立減算 965／1000 

 

⑱委託状況 

・夜間警備委託（機械警備および巡回員） 

・消防・電気設備点検委託 

・建築設備点検委託 

・送迎車運行管理委託（利用者送迎サービス事業による運転手） 

・一般廃棄物処理委託 

・協力医療機関業務委託（内科医および精神科医） 

・職員検便培養検査委託 

・利用者弁当配食委託（昼食弁当） 

・屋根上清掃業務委託 

収入 

   

（単位：円） 

項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 備考 

指定管理料 0 0 0  

介護給付費 83,472,268 81,142,904 83,209,538  

利用収入 3,396,670 3,303,456 3,502,552 昼食代・宿泊研修・外出活動費用 

その他の事業

収入 
659,357 583,927 521,860 

作業収入(ﾘｻｲｸﾙ・農園・紙漉･軽作業他） 

その他 
   

 

研修受け入れ 65,000 65,000 73,000 実習生受け入れ費用 

利用者当該 

給食費収入 
124,040 125,408 124,396 

職員給食費 

雑収入 
 

30,000 25,585 施設賠償保険弁償代・処遇改善調整金 

計 87,717,335 85,250,695 87,456,931  

    
 

支出 

   

（単位：円） 

項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 備考 

人件費 69,302,445 69,605,717 71,547,377 職員給与・法定福利・退職手当積立金 

委託費 7,305,816 7,168,980 7,372,560 
夜間警備・送迎バス・消防・建物点検・

協力医 

光熱水費 1,015,656 994,525 1,003,273 電気代・ガス代・水道代 

事務費 441,730 451,636 429,392 福利厚生費 

教育指導料 1,415,706 1,305,469 1,300,884 土曜開所，宿泊費、指導用消耗品他 

通信運搬費 253,075 251,094 258,360 電話、携帯電話代・郵送料他 

修繕費 168,294 83,052 59,553 備品等修繕費 

備品購入費 473,142 122,573 116,004 利用者用備品・消耗品 

その他 7,447,896 7,299,886 7,615,361 
給食・送迎車ﾘｰｽ・教養娯楽・本人支給

料他 

計 87,823,760 87,282,932 89,702,764  
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＜参考資料５＞ 

 

大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 

 

１．目 的 

 日本国憲法には、基本的人権の一つとして、｢職業選択の自由｣が規定されており、こう

した権利が保障されるためにはすべての人々に対して、｢基本的人権が尊重された公正な採

用選考｣が行われ､就職の機会均等が保証されることが必要である。 

 とりわけ､同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめ

女性､障害者､在日韓国･朝鮮人､母子･父子家庭等の方々などの就職の機会均等を保証する

ためには､企業自らが､同和問題をはじめとする人権問題を正しく理解・認識し、応募者本

人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施することが必要である。 

 このため､一定規模の事業所において｢公正採用選考人権啓発推進員｣（以下｢推進員｣とい

う。）の設置を図り､この推進員に対し研修等を行うことにより､適正な採用選考システムの

確立を図るとともに､推進員が中心となって､企業内従業員に対する同和問題をはじめとす

る人権問題研修計画の樹立､研修の実施等を推進することを目的とする。 

 

２．推進員選任対象事業所 

（１） 常時使用する従業員の数が 25人以上の事業所。 

ただし、工場､支店、営業所等については､人事権（採用権）を有する事業所。 

 （２）（１）のほか、大阪府知事が､選任することが適当であると認める事業所。  

 

３．推進員の選任基準 

 推進員は､原則として人事担当責任者等、採用選考､その他､人事管理に関する事項につい

て相当の権限を有する者から一事業所につき一名を選任する。 

 なお、事業所の規模等から必要なときは､推進員の補助者を選任し､本制度の実行を期す

ものとする。 

４．推進員の役割 

 推進員及び補助者は､同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている

者をはじめすべての人々の就職の機会均等を保障すると言う視点に立って、各種研修会等

に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項について中心的役割を果たすものとす

る。 

（１） 適正な採用選考システム、人事管理体制等の確立を図ること。 

（２） 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を

深めていくため､研修計画の策定及び実施に関すること。 

（３） 関係行政機関との連絡に関すること。 
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５．報 告 

（１） 推進員及び補助者を選任した場合は､別紙様式 1 により事業所管轄公共職業安定

所を通じて大阪府知事あて報告するものとする。 

なお､人事異動等により変更のあった場合も同様とする。 

（２） 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を

深めていくため研修を実施するときは、｢企業内人権啓発研修実施計画書｣（別紙

様式２）を研修実施の１ヶ月前までに報告するとともに、研修実施後、速やかに

｢企業内人権啓発研修実施報告書｣（別紙様式３）により大阪府知事あて報告する

ものとする。 

 

附 則 

この要綱は､平成 ９年 ５月 ７日より施行する。 

この要綱は､平成１２年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１４年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１５年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１５年 ８月 １日一部改正施行する。 

 

 

 



別添３

枚方市立くすの木園民営化法人選定審査会選定結果

法人1 法人2

84 12.1% 52 51

28 4.0% 20 19

56 8.1% 32 32

147 21.2% 86 83

14 2.0% 8 8

42 6.1% 21 23

49 7.1% 35 30

28 4.0% 15 14

14 2.0% 7 8

112 16.2% 64 62

84 12.2% 47 46

28 4.0% 17 16

配点ウエイト

１．応募法人の経営等に関する事項

(2)施設運営事項
・定員が36人以上としている。
・サービス提供時間の開始は午前10時以前、終了は午後3時30分以降の時間
としている。
・月～金曜日を開所日とし、土曜日開所を月１～2回実施している。

(1)サービス提供の基本方針
・障害福祉サービス提供の基本方針が障害者総合支援法等を踏まえ、適切な
ものとなっている。

(2)経営の安定性、資金計画
・過去３年間の経営状態が安定している。
・施設整備資金が確保できている。
・施設運営のための運転資金が確保できている。

(1)経営方針及び応募の動機・目的
・設立目的・経営実績、組織の状況及び運営理念・方針の具体的な説明がなさ
れている。
・申請時において、生活介護の運営実績が６年以上ある。
・応募の動機や目的が法人運営理念・方針との関係を踏まえ明確に示されてい
る。

３．サービス内容等に関する事項

２．施設運営に関する事項

確　認　内　容

(5)外部監査
・所轄庁の監査結果を受け、その後の改善措置が講じられている。

(4)苦情対応
・苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置している。
・苦情解決に係る第三者委員会の設置を予定している。

(3)危機管理体制及び及び安全対策
・災害訓練、消防訓練等の実施が予定されており、不法侵入者対策や各種マ
ニュアル整備している。
・事故発生時の対応方法について適切な措置が講じられている。
・損害賠償保険の加入を予定している。
・障害者虐待を未然に防止するための対策が講じている。
・ＡＥＤ及び防犯カメラの設置を予定している。

(2)サービスの質の向上
・職員の研修を実施する等して、障害福祉サービスの向上に積極的に取り組ん
でいる。
・上記事業の他、新たな取り組み等の提案がなされている。

(1)サービス内容
・重度知的障害者の支援に関する考え方が充実している。
・個別支援計画は適切な方法で作成され、支援に反映できている。
・送迎サービスが実施されている。
・食事の提供は利用者の個々の状況に応じて配慮されている。
・利用者の健康管理について、適切な措置が講じられている。
・医療機関との協力体制の整備が図られている。
・現在の年間行事、余暇支援を踏まえた内容が提案されている。



法人1 法人2配点ウエイト確　認　内　容

84 12.1% 46 46

98 14.1% 50 56

56 8.1% 33 28

112 16.2% 57 60

693 100.0% 388 386

評価内容

法人１

法人２

利用者の心身の状況や日々のペースを最大限に考慮し、利用者に寄り添う支援をされており、く
すの木園の雰囲気に近く、安心感がある。行政との連携、協力による施設整備の実績は、地域
福祉の発展・充実に寄与されており、経営面においても安定し、優れている。くすの木園の取り
組みを継承する方針が強く、移管による利用者の負担が最小限に抑えられる。短期入所の整
備、カームダウンスペースや地域交流の場となる多目的室を設置する等、施設整備の考え方が
充実している点なども評価できる。

法人理念として「共に学び、共に働き、共に生きる」を掲げ、多様な日中活動の場を展開して実
践されている。就労支援活動においては当事者の主体性を尊重するとともに、一人ひとりの意向
に応じた働く場を提供し、経営面も優れている。また、積極的に地域との関わりを持つ姿勢は、く
すの木園の地域との良好な関係をより発展させていくものと期待できる。民営化に際し、熱意を
もってくすの木園の現在の作業や余暇支援を継続しながら、本人・家族の意向を踏まえた運営
が提案されており、苦情対応、人権擁護の取り組みも充実している。施設整備では短期入所の
整備や就労設備の導入による工賃アップを図る提案があり、他の法人よりも総合的に優れた提
案内容であると評価できる。

６．保護者等への対応に関する事項

７．施設整備計画に関する事項

４．職員体制に関する事項

５．引継ぎに関する事項

・保護者及び地域への対応について誠意が感じられる。
・現行より負担が増えないようにしている。
・現在受け入れているボランティアを継続して受け入れる姿勢がある。
・保護者の施設見学に対し、協力的である。

・必要に応じ保護者説明会の開催が予定されている。
・三者懇談会の設置が予定されている。
・移管前より年間行事等の参加を予定している。
・合同支援期間中の職員配置を予定している。
・合同支援期間中に個人懇談会が予定されている。
・運営移管後、市職員による民営化後の施設運営の確認に協力的である。
・くすの木園の運営を引き継ぐことについて、理解し、誠実に取り組もうとしてい
る。

・法人代表者及び管理予定者は、社会福祉事業に熱意と識見を持っている。
・職員配置は市条例等の配置基準を遵守している。
・生活支援員等の配置は経験年数等に配慮した構成となっている。
・くすの木園に勤務している職員が移管後も施設で就労を希望する場合は、そ
の採用を予定している。
・公正採用選考人権啓発推進員の設置予定がある。

得点合計　※全委員の配点合計（693満点）

・新たな施設の整備が、国・市基準等の関係法令を遵守した整備計画となって
いる。
・短期入所の整備が予定されている。
・その他障害福祉サービスの実施が予定されている。
・利用者の視点に立った施設整備、安全確保が提案されている。


