
■枚方市立総合福祉会館 指定管理者運営評価表（令和３年度実績） 

 

公の施設の名称等 

名 称 枚方市立総合福祉会館 

業務内容 

総合マネジメント業務  

施設の管理業務（①建築設備等保守管理業務、②設備運転監視業務、③保 

安警備業務、④衛生管理業務、⑤清掃業務）  

施設の運営業務（①管理サービス業務、②貸室管理運営業務、③会館福祉 

事業実施業務、④温水プール施設管理運営業務、⑤水泳教室開催業務、⑥ 

その他必要な管理運営業務） 

所在地 枚方市新町２丁目１番３５号 

設置目的 
障害者、高齢者等に対する福祉サービスの充実を図ると 

ともに、市民の福祉活動を促進するため。 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 HUG共同事業体（代表団体 枚方市社会福祉協議会） 
健康福祉部 健康福祉政策課 

令和３年４月１日から令和８年３月 31日 

（2021年４月１日から 2026年３月 31日） 所在地 枚方市新町２丁目１番３５号 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

①施設の現状に対する考え方及び将来展望 

施設の設置目的等
を踏まえた枚方市
の現状認識並びに
枚方市が目指して
いる地域福祉の今
後の方向性が明確
に提案されている 

・新たな市民交流の取組みや、より積
極的な福祉団体やボランティアグルー
プとのネットワークづくり、枚方市総
合文化芸術センターや関西医科大学と
の連携を実施 

新型コロナウイルス感染予防の為、施設利
用の中止・制限や団体活動の自粛が続き、新
たな活動をスタートする団体だけでなく既存
団体も活動停止・縮小していましたが、緊急
事態宣言など各制限が緩和された 10 月以降に
活動を再開するも、1 月以降はオミクロン株の
まん延で再度停滞・休止を余儀なくされまし
た。 
今年度、福祉活動の拠点である総合福祉会

館を利用するために登録している団体は 141
団体でした（内、新規は 1 団体）。各団体へ
は偶数月開催の「無料ルーム調整会議」を活
用し、新しい生活様式の啓発など活動再開・
継続に向けて支援しました。市民交流の取り
組みで「いこいのミニライブ」を 11 月～12 月
に上演し、市民・出演者双方から好評を得ま

４ 

「障害者、高齢者等に対する福祉
サービスの充実を図るとともに、市
民の福祉活動を促進する」という会
館設置の目的に沿って、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の取り組みを
適切に実施しながら良好な管理運営
が行われている。 
福祉団体・ボランティア団体への
「新しい生活様式」の啓発など、活
動再開・継続に向けて支援してい
る。1 階玄関ロビーにおいて「いこい
のミニライブ」を短期間ながら開催
し、市民交流の取り組みを実施して
いる。 
また、関西医科大学の健康科学セ

ンターとの「プールでダイエット」

４ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

した（1月以降は感染予防のため中止）。 
関西医科大学の健康科学センターと連携

し、10 月に「プールでダイエット」を開催。
講義後はプール利用を体験していただき、日
常活用を提案しました。なお、学生との連携
はコロナ禍の配慮から取り組みを見送りまし
た。 
総合文化芸術センターとは日常的に連携

し、利用案内の他に人流・動線の環境整備、
駐輪場の運用等の課題に対し、市と相談をし
ながら取り組みました。 

の開催、隣接する総合文化芸術セン
ターとの人流・動線の環境整備な
ど、周辺施設とも連携しながら運営
している点も評価できる。 

②施設運営に関する計画 

（ア）施設運営に関する提案 

施設の利用の向上
に関する計画が提
案されている 

・正面玄関前広場を活用しての介護予
防の取組みや夜間の施設を利用した各
種講座の開催、枚方市総合文化芸術セ
ンターとの共同企画や共通 Wi-Fi 設置
など、利用向上のための取組みの実施 

新型コロナウイルス感染症予防に伴う利用
制限や夜間外出自粛などが続き、正面玄関前
広場や夜間の空き施設を利用した取り組みは
開催を控え、場面に応じた利用者への声掛
け、水泳教室など会館事業や総合文化芸術セ
ンターの催し案内など、日常的な接遇・個別
対応業務を通じ、緩やかに社会活動の継続を
促す手法で、市民の介護予防に取り組みまし
た。 
なお、正面玄関前広場は 8 月末より総合文

化芸術センター本館への通路として使用され
ており、注意点など意見交換をしています。 

Wi-Fi は会館単独で設置し、次年度前半より
運用を目指します。 

３ 

新型コロナウイルス感染症予防の
観点から場面に応じた利用者への声
掛け、水泳教室などの会館事業や総
合文化芸術センターの催し案内な
ど、緩やかに社会活動の継続を促す
手法で、市民の介護予防に取り組ん
でいる。 

会館単独で Wi-Fi を設置し、利用
向上のための取り組みを実施して
いる。 

３ 

利用者に対する接
遇対応向上につい
て提案されている 

・接遇・人権研修を修了した従業員を
配置し、市民が安心して快適に利用で
きる施設の運営。接遇研修と AED 研
修の毎年実施 

利用者対応にあたる従業員は接遇・人権、
AED など研修を受講し、各受付にマニュアルを
整備しています。また、利用者からの意見・
要望に対しては速やかな解決に努めました。 
また、2 月には障害者差別禁止法に関する研

修を開催しました。 

３ 

接遇対応の向上に向け接遇・人
権、AED などの研修が行われ、各受
付にマニュアルが整備されている。
利用者からの意見・要望に対して、
速やかな解決に努めている。 

３ 

利用者が安全に利
用できるよう施設
内で発生するトラ

・保守・点検等設備は日常点検の強化
と計画的な補修・修繕に努め、トラブ
ルを防止。トラブル発生時には速やか

利用者が安全・安心に施設利用できるよ
う、日常的に各種法定任意点検を行うと共
に、その結果は市に対し月次報告をしていま

３ 
日常的に設備点検が行われ、修繕

が必要と判断された設備の中で 30 万
円未満のものは指定管理者で修繕

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

ブルへの対応方法
等について提案さ
れている 

に対策を講じる。開館時間内は人的警
備を行い、防犯・防火及び防災に万全
を期し、保安警備にあたる 

す。 

今年度の指定管理者による修繕箇所は、 

＊デイサービス男子介助浴槽系統ろ過機滅菌
機注入ホースチャッキ弁取替 

＊空調制御用リモートユニットバッテリー交
換 

＊中央監視装置熱源システム廻りデータ修正 

＊消防設備(誘導灯バッテリー等)交換整備 

＊温水プール女子更衣室及び採暖室パネル
ヒーター交換 

＊デイサービス男子介助浴槽系統ろ過機三方
弁取替 

などです。 

この他、修繕を計画・手配するも、世界的
な物流の停滞や生産調整などで材料入手が困
難で未施工となった案件は次年度で対応しま
す。なお、デイサービス男女介助浴槽系統・
ジャグジープール系統のろ過装置など、早急
に対応が必要な各設備については、市と協議
し次年度より順次対応することで調整しまし
た。 

し、30 万円以上のものについては市
に報告の上、対応を協議すること
で、適切な管理がなされている。 
築年数が経過し、老朽化に伴う修

理・修繕箇所が増える中で、市と指
定管理者とで情報の共有を図りなが
ら、施設利用への支障が極力生じな
いよう計画的な対応がなされてい
る。 

セルフモニタリン
グ及び利用者等に
対するアンケート
の実施について提
案されている 

・セルフモニタリングについて、月次
報告と利用者アンケートや意見箱の設
置を行い、運営に反映。枚方市総合文
化芸術センターと定期的に情報交換す
る仕組みをつくり、サービスの向上に
努める 

月次報告でセルフモニタリングを行うとと
もに、館内に設置した意見箱で随時意見を伺
い運営に反映し、改善へ向けて都度検討を重
ねました。また今年度の利用者アンケートは
２月に実施しました。 

 総合文化芸術センターとは日常的に情報交
換し、サービスの向上に努めました。情報交
換の定例化は、運営上の事情により今年度は
見送りました。 

３ 

アンケートの集計結果より、会館
利用者の高い満足度が伺える。変化
する利用者ニーズに対応し、施設
サービスの向上に貢献している。 

３ 

利用者等の安全・
秩序維持のための
適切な対応方法に
ついて提案されて
いる 

・「消防計画」等を整備し、消防訓練
や研修等を計画・実施 
・保安警備は開館時の人的警備を定位
置警備と巡回警備を組み合わせ、閉館
時も 1回以上巡回 

消防計画を整備し、11 月と 3 月に消防訓練
を実施しました。 
開館時の人的警備は定位置警備と巡回警備

を組み合わせ、閉館時は機械警備と共に目視
による巡回警備を実施しました。 
屋外管理については掲示と併せ、迷惑駐車

の防止や安全走行の注意喚起など駐車場管理

３ 

消防計画を整備し訓練が実施され
ている。テレビモニターでの定位置
警備、巡回警備、迷惑駐車をなくす
注意喚起など、利用者の安全に寄り
添った取り組みが行われている。 
総合文化芸術センターとも調整・

対応するなど、利用者等の安全・秩

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

員を中心に取り組んでいます。駐輪場につい
ては利用外の駐輪を防ぐため、開館前の巡回
で確認し、閉館後はチェーン・バリカーを設
置し駐輪場所の立ち入りを禁止しました。 
なお、隣接の総合文化芸術センターとは駐

車場・駐輪場の使用状況を、適宜連絡調整し
対応しました。 

序維持を図っている。 

施設の利用促進に
繋がる広報活動等
について具体的な
実施計画が提案さ
れている 

・枚方市社会福祉協議会と京阪グルー
プの広報媒体を最大限に活用した PR 

社会福祉協議会ホームページに「ラポール
ひらかた」のバナーを掲載し、相乗効果でア
クセス数が伸びました。今後は各構成団体が
所有する媒体を利用した PR の他に、掲示物の
見直しなど、市民の施設利用頻度を増やす工
夫を検討します。 

３ 

社会福祉協議会ホームページへの
バナー掲載や今後における各構成団
体が所有する媒体を利用した PR な
ど、施設の利用促進に繋がる広報活
動等について実施・提案されてい
る。 

３ 

（イ）事業実施に関する提案 

会館福祉事業等に
関して、施設の設
置目的に合致した
講座等の提案がさ
れている 

・地域福祉推進に関する人材育成や活
動支援の講座を開催。夜間や空き室の
有効利用も考慮した各種教室の開催 

ボランティアなど市民と連携した講座を計
画しましたが、新型コロナウイルス感染予防
や活動自粛・休止する人材が相次いだため、
企画を減らして開催し、社会福祉協議会が運
営する枚方市ボランティアセンターとの連携
によって人材育成や活動支援をしました。 
また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措

置の発出に伴う利用制限や夜間外出自粛、解
除後も感染予防の観点から要請が出されたた
め、夜間や空き施設利用の取り組みを計画し
ましたが実施出来ませんでした。一方、玄関
ロビーを活用した「いこいのミニライブ」
は、利用者・出演者共に希望される声が多い
ことを受け、感染対策をとりながら 11 月～12
月に開催しました。 
水泳教室や市民・福祉講座は、感染拡大の

状況と市民利用を優先させるために、市と協
議して一部を中止・延期、10 月～1 月は定員
を減らすなど感染対策をとりながら開催し、2
月以降はオミクロン株のまん延で中止しまし
た。 

３ 

新型コロナウイルス感染症感染拡
大による緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置の発出に伴う利用制限等
に対応しながらも、枚方市ボラン
ティアセンターとの連携による人材
育成や活動支援、「いこいのミニラ
イブ」、水泳教室等を開催してい
る。 

３ 

水泳教室開催事業
に関して、障害

・障害の有無、年齢に関わらず安心し
て参加できるよう、監視員や指導員の

新型コロナウイルスによる影響で上半期と 2

月以降については中止、延期、期間変更等が
３ 

水泳教室では、有資格者を適切に
配置し、参加者においても募集定員

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

者・児、または高
齢者等に配慮した
提案がされている 

増員、有資格者の配置などの配慮を行
う 

生じました。 

水泳教室開催時は、有資格者を配置し、健
康管理面に於いては看護師、理学療法士を帯
同する管理体制をとり、参加者に於いても募
集定員枠の調整や新たな生活様式での実施に
ついての理解、協力をいただくよう努めまし
た。 

枠の調整や「新たな生活様式」での
開催について理解・協力を得ながら
実施している。 

【施設の管理に関する事項】 

関係法令及び本市
条例・規則を遵守
し、施設の設置目
的に沿った管理・
運営計画が提案さ
れている 

・車いすの館内貸出および短期個人貸
出 
 
 
・ボランティアグループの協力を得
て、車いす講習会や疑似体験キットを
使った高齢者体験、アイマスク・白杖
体験講習の開催。受付スタッフを対象
とした初級者向けの実用手話講習の開
催 
設置目的である、障害者、高齢者等誰もが
利用しやすいように整えられた設備やシス
テムの適切な保守点検に留意する。 

貸出毎に消毒するなど感染予防対策をとり
ながら、通院や買い物など日常生活で必要な
外出で使用したい個人に対し、短期間貸し出
しました。 
ボランティアグループの協力で、講師の手

元を動画で中継するなど「新しい生活様式」
を踏まえた催し・講座のあり方について試行
しました（11 月「めざせ！かしこい減塩生
活」)。 
緊急事態宣言解除後は、学校などから問い

合わせが相次ぎ、社会福祉協議会の福祉学習
を担当する部門と連携し、職員の出前講座や
機材の貸出など活用可能なサービスを情報提
供しました。 
また、会館受付スタッフの実用手話は、コ

ロナ関連の単語・表現など登録団体の活動者
から日常的に情報・資料提供を受け、業務に
活用しました。 

４ 

車いすの短期間の貸し出し、「新
しい生活様式」を踏まえた催し・講
座のあり方についての試行、会館受
付スタッフの実用手話の業務活用な
ど、施設の設置目的に沿った適切な
管理・運営がなされている。 

３ 

建築設備全般に係
る点検・保守を適
切に実施し、機能
保全・利用者への
安全、快適な環境
が提案されている 

・利用者の安全確保と事故防止を徹底
し、安全・安心・快適な環境の提供。
関係法令、仕様書等を遵守し、正し
く・最適な施設管理の実施 
 
・IT システムや各種チェック機能を活
用した、効果的な施設管理業務の継
続。社内モニタリングシステムによる
業務水準の確保 

利用者が安全・安心して施設を利用できる
よう、日常的に各種法定点検を行い、結果報
告書は毎月市へ提出しました。 
また、市と常に連携を図りながら計画し、

安全保持と補修を行いました。 
弊社独自の施設管理業務支援システム〔FM-

EXP〕を活用し、年間作業計画や中長期計画の
作成、故障・障害・修繕履歴の情報共有等を
常に行い、安定感のある高品質な業務水準を
満たすべく努めました。 

４ 

設備の老朽化に伴う製造終了の機
器・部品の増加、部材の調達や修繕
手配に難航する案件が増える中、施
設運営に支障が生じないよう、各種
点検や修繕実施により機能保全に努
め、工事等の調整を行っている。 

また、設備の更新・修繕に係る中
長期計画の作成など、常に市と連携
し情報共有を行いながら、安全・快
適な環境維持を目指し、良好な管理

４ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

運営を行っている。 

業務基本仕様書の
規定に従い、資格
を必要とする業務
に有資格者を配置
するなど適正な人
員配置が提案され
ている 

・関係法令・仕様書等を遵守した有資
格者の配置、設備機器の適正な運転に
よる良好な状態の維持 

関係法令・仕様書等に応じた有資格者〔電
気主任技術者１名・冷凍機械製造保安責任者
１名・建築物環境衛生管理技術者１名〕を適
正に配置し、異動等においては速やかなる再
配置を常とし、法令を遵守すると共に、有資
格者と常に連携を取りながらその指示・指導
のもと、日常点検や定期点検および日々の機
器の運転操作・調整をしました。 

４ 

各種業務運営に必要な人員につい
ては、関係法令及び協定書等に基づ
いて適切に配置されている。 

３ 

施設内で生じた廃
棄物の適切な一時
保管、搬出、処理
の提案がされてい
る 

・地下ゴミ集積場への一時保管、一般
廃棄物・産業廃棄物とも廃棄物処理法
に基づき、専門業者による処理を行う 

施設で生じた一般廃棄物は地下ゴミ集積場
に一時保管し、月～土曜日に毎日搬出し処理
しました。また、カン・ビンなどは分別し随
時搬出、大型ごみは必要に応じて適宜処理し
ました。いずれも廃棄物処理法に基づき、専
門業者により適正に処理を行いました。 

３ 

施設内で発生した廃棄物につい
て、適切な搬出・処理がなされてい
る。 

３ 

環境に配慮した管
理運営を目指し、
ごみの削減、省エ
ネルギー等具体的
に提案されている 

・一般廃棄物のうち、貸室利用者には
持ち帰りを依頼、事務所等からのごみ
は分別し古紙等の徹底したリサイクル
の実施。敷地内の緑化やグリーン購入
による物品調達、デマンドコントロー
ラーによる省エネにも努める 

利用時に生じた廃棄物は各利用者に持ち帰
りを依頼し、館内のごみ箱への投棄を控える
よう、常に案内しました。各事業所から生じ
る古紙などは分別してリサイクルし、トイ
レットペーパーや食器用洗剤などは環境対応
商品、事務用品はリサイクル対応製品の購入
をお願いしました。 

エネルギー使用量を削減するために、デマ
ンドコントローラーを活用し適正な電気使用
をしました。 

３ 

ゴミの分別回収・リサイクル対応
物品の購入など環境に配慮した取り
組みが日常的に行われ、デマンドコ
ントローラーの活用など、省エネル
ギー対策についても積極的に取り組
まれている。 

３ 

備品管理に当た
り、管理簿の整備
及び責任の所在に
ついて提案されて
いる 

・担当者を置き、設備や器具・備品等
の適正な管理、補修指示や点検の実
施、管理簿による適正な備品管理 

会館の器具・備品は日々管理すると共に、
総合マネジメント担当従業員が備品台帳を基
に点検を実施し、必要に応じた補修を行いま
した。 

また、貸出備品・備え付け備品は管理サー
ビス業務従業員が都度チェックし、異常が確
認された場合は迅速に修理し、常に良好な状
態で使用して頂けるよう心がけました。 

３ 

各備品に番号を付したシールの貼
りつけや備品の点検・補修、台帳更
新など、適切な管理が行われてい
る。 

３ 

公正採用への対応
として、大阪府公
正採用選考人権啓
発推進員設置要

・「ＨＵＧ」共同事業体のすべての構
成団体において、「公正採用選考人権
啓発推進員」を選任し、枚方公共職業
安定所に届出済 

すべての構成団体において「公正採用選考
人権啓発推進員」を選任し、枚方公共職業安
定所に提出済みです。また、従業員の採用に
あたっては、公正かつ適正に実施していま

３ 

すべての構成団体において「公正
採用選考人権啓発推進員」を選任
し、枚方公共職業安定所に提出して
いる。 

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

綱、又は大阪労働
局公正採用選考人
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」を
設置している 

す。 

障害者法定雇用率
が達成されている
（申請段階で未達
成の場合は、本施
設における雇用を
はじめ、雇用率が
達成できるよう提
案されている） 

・障害者雇用促進に関する関係法令等
を遵守し、各構成団体にて適正に対応 
【枚方市社協】 雇用率達成（4.42％） 
【KBT】 雇用率達成（2.20％） 
【マックスポーツ】現状未達成のた
め、ハローワーク等に相談・採用予定 

令和 3 年度時点での障害者雇用率は以下の
通りです。 
【枚方市社協】雇用率達成（4.52％） 
【ＫＢＴ】  雇用率達成（2.25％） 
【マックスポーツ】雇用率未達成、 

雇用に向け各手続きを進めましたが、採
用に至りませんでした。今後も雇用でき
るよう努力してまいります。 

２ 

障害者法定雇用率が達成できてい
ない構成団体がある。 

２ 

業務に従事するも
のが、人権につい
て正しい認識を
持って業務を遂行
できるよう、人権
研修について、提
案されている 

・各構成団体に人権についての行動指
針あり。「ＨＵＧ」共同事業体として
も従業員に対する人権研修を実施し、
他機関が実施する研修への参加を促進 

各構成団体において人権に関する行動指針
があり、正しい認識をもって業務を遂行でき
るように各種研修にも積極的に参加する様に
促しました。 
また、今年度は 2 月に障害者差別解消と知

的障害者をテーマに職員研修を行いました。 

３ 

人権研修等が適切に行われてい
る。 

３ 

男女雇用機会均等
法に基づくセク
シュアル・ハラス
メント防止対策に
ついて提案されて
いる 

・各構成団体においてセクシャル・ハ
ラスメント防止に関する指針等を定
め、相談窓口を設置するなどの対策を
実施。「ＨＵＧ」共同事業体として
も、すべての職員同士が互いを尊重
し、信頼感を持って働くことができる
環境を整備 

各構成団体においてセクシャル・ハラスメ
ント防止に関する対策を講じており、相談窓
口を設けました。また、HUG 共同事業体とし
ても、すべての職員同士が互いを尊重し、信
頼感をもって働く環境づくりに努めました。 

３ 

各構成団体においてセクシャル・
ハラスメント防止に関する対策を講
じ、相談窓口を設けている。 

３ 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 

枚方市情報公開条
例の目的等を踏ま
え、管理運営事業
で保有する情報の
公開に関する対応
が明確に示されて

・社会福祉法第 24条及び枚方市情報公
開条例に則り、公正で透明性のある運
営の実施。「ＨＵＧ」共同事業体で
も、それぞれの広報媒体にて決算・事
業報告などの各種情報を公開。利用者
アンケート結果をホームページ等で適

「枚方市情報公開条例」及び各構成団体で
定めた対策に則り、公正で透明性のある運営
を推進しました。 

また、アンケートなど利用者から得た意見
は、会館運営や講座など市民向け事業で活用
し、ホームページ等で適宜お知らせしていき

３ 

枚方市情報公開条例及び各構成団体
で定めた対策に沿って、公正で透明
性のある運営を推進されている。ま
た、アンケートなど利用者から得た
意見への対応が示されている。 

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

いる 宜公開 ます。 

枚方市個人情報保
護条例の目的等を
踏まえ、個人情報
の保護に関する必
要な措置について
明確に示されてい
る 

・個人情報保護方針の掲示、ホーム
ページへの掲載 
・各種法令・規則等に則り、個人情報
保護責任者を定め、適正な対応を図る 
・個人情報の漏洩対策として、適正な
セキュリティ対策を導入。漏洩時の対
処として、迅速な事実確認と調査、市
への報告、原因を究明した上で損害賠
償が発生する場合にも保険等で適切に
対応 

「個人情報保護に関する方針（プライバ
シーポリシー）」は会館受付に掲示すると共
に、ホームページで掲載しました。 

個人情報を含む業務データは社会福祉協議
会が所有する業務用サーバにて管理していま
す。当該サーバはセキュリティ対策として
ハードウェアファイアウォールを導入し、
ネット経由以外の対策としてウィルス対策ソ
フトをインストールしています。また、万が
一個人情報の漏洩が発生し、損害賠償を請求
された場合の対策として損害保険に加入しま
した。 

３ 

個人情報保護に関する方針が提示
され、ホームページに掲載されてい
る。また、個人情報の漏洩対策とし
て、セキュリティ対策ソフトを導入
し、損害賠償が発生する場合の対策
として損害保険に加入している。 

３ 

【緊急時における対策に関する事項】 

緊急時・防犯・防
災対策の危機管理
マニュアル作成等
が提案されている 

・必要に応じて緊急時等・防犯・防災
対策・危機管理のマニュアルの更新、
マニュアルに基づき、利用者や職員の
安全の確保、緊急時の適切な対応に努
める 

 

非常事態が発生した場合、従業員が「消防
計画」「枚方市立総合福祉会館危機管理対応
マニュアル」「枚方市立総合福祉会館災害対
策マニュアル」「枚方市立総合福祉会館武力
攻撃事態等対策マニュアル」に基づいた行動
をとれるよう、日頃から周知徹底と適切な対
応に努めました。 

また、大規模災害時に枚方市社会福祉協議
会に設置される枚方市災害ボランティアセン
ターと連携し、12 月に「開設・設置訓練」を
実施しました。 

３ 

防犯・防災対策・危機管理マ
ニュアルの周知徹底に努め、枚方市
災害ボランティアセンターと連携し
た訓練が実施されている。 

３ 

緊急事態発生時又
は発生が予測され
る場合における常
時連絡可能な体
制・方策が提案さ
れている 

・緊急時の連絡網整備や役割分担、
バックアップ体制等を明確にし、迅速
で正確な対応を実施 

緊急時に際しては、緊急連絡網を整備し迅
速に対応をしています。また、構成団体間で
役割分担をし、基本的な対応にあたりまし
た。 

また、火災等の緊急時に備え、館内の利用
状況を毎日共有し、安全確保に努めました。 

３ 

緊急連絡網を整備し、構成団体間
で役割分担をされている。火災等の
緊急時に備え、館内の利用状況を共
有し、安全確保に努められている。 

３ 

構成員間（本支社
間含む）、市との
間におけるリスク
分担に対する考え
方が明確に示さ

・緊急時に対しては、「ＨＵＧ」共同
事業体の構成団体で互いにフォローし
ながら適切に対応。市とのリスク分担
は、緊急時の人的リスクは「ＨＵＧ」
共同事業体が負い、対処しきれない場

緊急時に対しては、HUG 共同事業体協定書細
則に則り、構成団体がお互いにフォローしな
がら対応をしました。また、緊急連絡網、迅
速な連絡体制を可能にする体制の整備に取り
組みました。 

３ 

緊急対応では構成団体で相互フォ
ローし、緊急連絡網、迅速な連絡体
制を整備している。 

緊急性の高い問題については、市
と情報共有を図り、迅速な対応に努

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

れ、かつ考え方に
対応した分担内容
となっている 

合は適宜、市と相談。構成団体それぞ
れが各種保険に加入 

市との分担については、指定管理者で対処
しきれない重大な問題が発生した場合は市と
相談・協議し、適宜対応を心がけました。特
に、施設から新型コロナウイルス陽性者が生
じた際は、市と連絡を密にとりながら迅速な
市民対応と施設運営にあたりました。 

めている。 

【その他】 

利用者サービスを
維持・向上させる
具体的な取り組み
について提案され
ている 

・定期的な「ＨＵＧ」共同事業体運営
会議、枚方市総合文化芸術センター
との連絡会議の開催 

 
 
 
 
 
・市担当課との連絡調整と意見交換 

今年度については、指定管理初年度のた
め、適宜協議し運営に取り組んでいます。HUG
共同事業体の運営会議は 11 月、2 月に開催し
ました。 
また、総合文化芸術センターとは日常的に

情報交換し、定例的な会合(連絡会議)は、諸
般の事情により今年度は見送りました。 
 
市担当課と連絡を密にし、連携して課題の

解決を図りました。特にコロナ禍における対
応は、市の方針に則り、施設の利用中止や制
限、新しい生活様式を取り入れた運営につい
て随時意見交換し、状況に合った会館運営に
取り組み、サービス維持に努めました。 
特にプールは、市と協議し、従業員による

日常的な感染予防対策徹底のもと、ドライ
ヤー等備品は利用者自身が使用毎に消毒する
など協力を得る、10 月末からジャグジープー
ルの制限つき再開と、段階的に緩和を試みま
した。 

2 月に施設で新型コロナウイルス陽性者が生
じた際は、市と協議後即時臨時休業し、対象
者に PCR 検査を案内、迅速に受検して頂きま
した。その後の再開時は、更衣室のレイアウ
ト変更や使用定員を減らすなど感染予防の対
策を更に強化しました。 
一方、貸室は定員以内での利用、ロビーな

ど不特定多数や長時間滞在、３密になりやす
く感染予防徹底が難しい場所は、引き続き利

３ 

ＨＵＧ共同事業体の運営会議開催
のほか、総合文化芸術センターと日
常的に情報交換をしている。 
また、新型コロナウイルス感染症

対応をはじめ総合文化芸術センター
に関する案件、安全安心な利用環境
を整えるために必要な施設全体の老
朽化対策など、市と随時意見交換
し、状況に合った会館の運営、サー
ビスの維持に努めている。 

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

用制限を設け、貸室利用者の要望が高い印刷
室の自由利用は再開するなど、予防策を講じ
つつ、サービスを向上させる方法について市
と協議し対応しました。 
今年度に開館した総合文化芸術センター本

館に関する案件や、同センター別館リニュー
アル工事期間中の代替施設として災害時一次
避難所指定を受けるなど、連絡調整や意見交
換を重ね、適宜対応しました。 
安全安心な利用環境を整えるために必要な

施設全体の老朽化対策は、対象となる案件を
市へ報告し、意見を交換しながら保全工事及
び更新・改修工事の要望に向けて取り組みま
した。 

一次評価（指定管理者による評価） 平均点 3.1 二次評価（市による評価） 平均点 3.0 

 
 

一次評価者（指定管理者）所見 

令和 3年 4月より、ＨＵＧ共同事業体は 3団体（枚方市社会福祉協議会・京阪ビルテクノサービス・マックスポーツ）が
各々の強みを生かし管理運営事業にあたりました。総合福祉会館は開設 24 年を超え、建物・各設備の経年劣化による不具
合・故障等が増加しております。日々補修・修繕で利用者が安全安心に利用していただける環境整備に努めていますが、複
数発生し費用が高額となる恐れや、製造終了の機器・部品の増加、部材の調達や修繕手配に難航する案件は市担当課へ報
告・相談し、更新や改修工事など今後の対応・計画について協議しました。 
新型コロナウイルス感染症予防に関しては、今年度は 4 月 26 日～6 月 20 日は利用中止、6 月 21 日～10 月 24 日は時間短

縮、10 月 25 日以降は通常時間で運営にあたりました。指定管理者としては、刻々と変わる状況に合わせ決定された市の方
針・要請内容等をわかりやすい言葉で市民に説明し、貸室使用を中止する利用者へは速やかに使用料を還付するなど、迅速
かつ混乱を減らす配慮した対応に努めました。また、利用再開後は市の方針の下、施設利用時の遵守事項を周知、多数の人
が触れやすい場所や器具等の消毒徹底など日常的な感染予防対策に取り組みました。 
今後は、総合福祉会館が「新しい生活様式」を踏まえながら、一層、福祉活動の拠点施設として認知・活用されるように

努めてまいります。 
  

総合評価 二次評価者（施 総合福祉会館は開設 24 年を超え、建物・各設備の経年劣化が進む中、ＨＵＧ共同事業体の各々の強みを活かした管理運



事業計画に則し
た適切な管理運
営を行っている 

設所管部署）所
見 

営にあたっていただき、利用者が安全に安心して利用できる環境整備に努めていただきました。設備の修繕等について
は、製造終了の機器・部品の増加、部材の調達や修繕手配に難航する案件が増え、今後も計画通りにいかないケースが想
定されますが、市と情報共有を深めながら、引き続き施設の適切な維持管理に努めていただきたいと考えています。ま
た、新型コロナウイルス感染防止対策を講じての施設サービスの提供やわかりやすい言葉での説明といった配慮は、「新
しい生活様式」の中で利用者の安心や満足度の向上に繋がるものであり、評価できます。今後も地域福祉活動の拠点とし
ての施設運営、利用者ニーズに合致した事業の展開を期待します。 

                                                                                                                                     



 

１．利用状況

開館日 347 日 342 日 348 日 347 日 347 日

集会室 653 件 513 件 454 件 173 件 378 件

研修室１ 575 件 483 件 432 件 304 件 493 件

研修室２ 617 件 555 件 580 件 290 件 474 件

研修室３ 689 件 566 件 561 件 269 件 427 件

研修室４ 646 件 523 件 490 件 202 件 529 件

大研修室 633 件 509 件 549 件 268 件 396 件

和室 449 件 327 件 257 件 94 件 165 件

保育室 311 件 233 件 194 件 26 件 82 件

作業室 341 件 241 件 229 件 136 件 361 件

日常生活訓練室 297 件 211 件 205 件 59 件 118 件

貸室合計利用件数 5,211 件 4,161 件 3,951 件 1,821 件 3,423 件

施設稼働・利用率 50.1 ％ 40.6 ％ 37.8 ％ 17.5 ％ 32.9 ％

温水プール(専用使用) 178 件 274 件 254 件 0 件 137 件

温水プール(個人使用) 53,979 人 47,058 人 41,315 人 13,940 人 25,393 人

事業開催回数
(講座・講習会、プール教室含む)

198 回 258 回 243 回 19 回 127 回

事業参加者数
(講座・講習会、プール教室含む)

4,243 人 4,602 人 4,502 人 218 人 1,892 人

事業開催回数
(水泳教室、プール教室除く)

29 回 29 回 30 回 19 回 20 回

事業参加者数(実数)
(水泳教室、プール教室除く)

639 人 578 人 850 人 218 人 335 人

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

２．収支状況

歳入

項目

指定管理料

利用収入（事業収入）

内訳　参加費収入

その他利用収入
（印刷機、公衆電話等利用料収

入）

その他
(公共料金負担金収入)

事業区分間繰入金収入

小計　a

別掲として市への収入として

使用料

内訳　貸室利用料

プール利用料

歳出

項目

人件費

委託費

光熱水費

　内訳　　電気

ガス

水道

下水道

修繕費

その他

　内訳　　職員被服費

  　消耗品費

印刷製本費

使用料及び賃借料

保険料

通信運搬費

諸謝金

研修費等

器具什器費

手数料等

租税公課

社会福祉事業繰入金支出

小計  b

合計  a-b 0 0 0 0 242,553

172,788,328180,869,973 181,178,834 182,401,890 173,030,914

単位：円

3,395,9003,722,000 3,620,500 3,819,400 3,903,400

9,253,203 8,853,279 9,625,412 9,225,535 7,000,000

00 0 0 0

31,808141,000 117,950 214,760 199,894

137,000224,800 189,000 372,500 319,000

08,000 24,300 4,000 0

227,910489,330 581,450 498,450 303,160

360,296382,666 352,556 367,436 411,568

27,29153,460 24,020 44,064 21,780

484,830484,327 348,129 486,485 472,693

42,53719,375 17,235 9,622 19,734

2,847,9063,006,640 2,580,671 3,004,130 3,422,139

4,065,5895,241,556 3,102,124 3,562,803 6,936,787

7,555,4788,531,598 7,855,811 8,820,847 9,073,368

5,193,4167,690,238 9,120,855 8,711,619 5,029,704

5,994,6989,161,344 10,380,974 9,968,457 5,752,714

27,574,61029,672,720 28,675,257 27,815,209 23,511,146

4,181,0814,867,876 5,786,165 5,180,814 3,852,542

84,709,43268,741,807 70,559,094 69,386,444 68,601,424

42,943,80551,392,178 53,963,251 51,676,099 38,146,106

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

26,514,02437,709,631 36,845,275 39,330,285 41,047,694

5,508,12012,406,880 10,485,760 8,908,860 3,151,370

単位：円

10,375,62021,253,980 16,337,610 14,362,710 6,330,370

4,867,5008,847,100 5,851,850 5,453,850 3,179,000

173,030,881180,869,973 181,178,834 182,401,890 173,030,914

単位：円

4,164,3304,972,283 5,131,424 4,899,420 3,709,910

1,541,0002,470,700 2,735,900 2,670,400 89,500

206,130689,990 574,510 495,070 175,810

167,119,421172,737,000 172,737,000 174,337,000 169,055,694

1,747,1303,160,690 3,310,410 3,165,470 265,310

単位：円

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度


