
■枚方市立特別養護老人ホーム・枚方市立デイサービスセンター 指定管理者管理運営評価表（令和３年度実績） 
 

公の施設の名称等 

名 称 
枚方市立特別養護老人ホーム 

枚方市立デイサービスセンター 

業務内容 

【特別養護老人ホーム】 

施設の管理業務（①建築設備等保守管理業務、②清掃・衛生管理・設備運

転監視等の業務等） 

施設の運営業務（特別養護老人ホーム業務） 

 

【デイサービスセンター】 

施設の管理業務（①建築設備等保守管理業務、②清掃・衛生管理・設備運

転監視等の業務等） 

施設の運営業務（①デイサービスセンター業務） 

所在地 枚方市交北 3丁目 1番 52号 

設置目的 

【特別養護老人ホーム】 

老人福祉法第 20 条の 5 に規定する特別養護老人ホーム

を設置する。 ※枚方市立特別養護老人ホーム条例第

1条 

【デイサービスセンター】 

本市における高齢者及び身体障害者の在宅福祉の増進

を図るため、デイサービスセンターを設置する。 

 ※枚方市デイサービスセンター条例第 1条 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会 
健康福祉部 健康寿命推進室 

長寿・介護保険課 

平成 30年 4月 1日から令和 5年 3月 31日 

（2018年 4月 1日から 2023年 3月 31日） 
所在地 大阪市東成区中道１丁目３番 59号 

大阪府立母子・父子福祉センター内 

 

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
を踏まえた現状認
識並びに今後の方
向性が明確に提案
されているか。 

枚方市立特別養護老人ホーム（以下「ホーム」と
いう。）には、平成 29 年６月末日現在特例入所者
を含め 50名の方が入所されていますが、平成 15年
１月の「新入所者選考基準」施行以後、急速に高齢
化・高介護度化が進んでいます（平均年齢 84 歳、
最高年齢者 99歳、介護度平均 4.02）。 
このような中で、寝たきり状態の方や終末期

（ターミナル）が近い入居者も必然的に多くなって
おり、外出やレクリエーションをはじめいろいろな
行事を、これまでのように入所者が一堂に会して実

枚方市立特別養護老人ホーム（以
下「ホーム」という。）、枚方市立
デイサービスセンター（以下「セン
ター」という。）では、施設の設置
目的及び運営方針に基づき令和 3 年
度事業の運営に努めてきました。 
ホームでは、新型コロナウイルス

のまん延防止と生活の継続性を維持
するという点において、不要不急の
外出制限や緊急事態宣言等を勘案し

３ 

枚方市立特別養護老人ホーム
（以下「ホーム」という。）につ
いては、入所者やショートステイ
利用者の健康を維持するととも
に、利用者の尊厳や人権を尊重し
ながら、本人と家族が望む生活が
送れるよう、個々のニーズに合わ
せた支援ができている。 
高齢化・高介護度化が進行して

おり、入所者の介護的なニーズに

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 

施するといったことが少しずつ困難になっていま
す。 
ホームでは、「高齢者の心身の健康の保持と生活

の安定」を目指すという施設の設置目的と、当法人
の下記の運営方針を進めるためのひとつの方策とし
て、”ユニットケア“の考え方を取り入れた介護を
行っていくとともに、ターミナルケアにも取り組ん
でいきたいと考えています。 
◇施設運営の基本 
当ホームは、介護の必要な方が人生の最後まで可

能な限り「自立」し、「人として尊厳をもって」生
きられるよう、多様なサービスの提供を通じて、ご
本人やご家族を支援することを施設運営の基本とし
ています。 
具体的には、 
（１） ご本人に決めていただくことを大切にし

ています 
その人の人生はその人のものです。例えば、コー

ヒーやビールなども飲めるようにするなど、これま
で育んでこられた一人ひとりの好みを大切にすると
ともに、施設の中で過ごしていただく時間も、でき
るだけご本人に決めていただくようにしています。 
（２） 残されている力を引き出すように努めて

います 
「自立」し「尊厳を持って」生きていただく上で

必要なことは、少しでもできることはご本人にして
いただき、ご本人のプライドが傷つかないようにす
ることだと考えています。したがって、食事などあ
らゆる場で、ご本人に残されている力を引き出すよ
う努めています。 
（３） 生活の継続性を大事にするようにしてい

ます 
環境の変化は高齢者にとって大きな負担になりま

す。出来るだけ普通の暮らしに近い過ごし方ができ
るようにするとともに、当ホームの住人になられる
際には、「生きる力」を支えてくれる思い出にあふ
れた、慣れ親しんだ品々を可能な限り持ち込んでい
ただけるよう配慮しています。 

ながら面会制限などを実施しまし
た。そのような中、入所者及びご家
族への精神的負担が軽減できるよう
パーテーションを活用した対面式の
面会とオンラインによる面会に取り
組みました。また、職員の家族が陽
性と判明した時点で職員は自宅待機
とし、保健所の指示に従いながら感
染予防対策を講じました。 
令和 4 年 3 月末現在で、入所者の

平均年齢 84 歳、最高齢者 98 歳、介
護度平均 4.16となっております。 
ホームでは令和 3 年度も引き続

き、施設運営の基本をもとに、でき
る限り家庭的な環境で生活が継続で
きるよう「ユニットケア」の考えを
取り入れた介護を行ってきました。
コロナ過においても入所者の意向を
尊重した生活支援ができるよう努め
るとともに、施設内においても季節
が十分に感じられる行事に力を入れ
ました。また、ケアマネージャー及
び介護職員・看護職員・生活相談
員・管理栄養士等が週 1 回のケース
会議を適時開催することで、より入
所者やご家族のニーズに沿った援助
を提供することができております。 
令和 3 年度の退所者は 16 名となり

ました。介護、医療の両面で重度化
が進行している中、個別に要望を聞
き可能な限り対応しているところで
すが、2 名の方が医療機関へ治療目
的のため長期入院し退所されまし
た。14 名の方については、ご家族の
希望でホームでのターミナルケアを
行いました。 
ターミナルケアを行うに当たって

は、入所者・ご家族の希望を尊重し

加えて、医療的なニーズも高まっ
てきており、看護職員や介護職員
の負担が増大していることが見受
けられる。 
枚方市立デイサービスセンター

（以下「センター」という。）に
ついては、自立支援や社会参加を
目的とした援助内容が記載されて
いる個別の通所介護計画書を作成
し、利用者や家族に内容の説明を
行っており、通所介護計画書の内
容に同意する利用者や家族が安心
してサービスが利用できるよう努
めている。 
令和３年度も引き続き、「ユ

ニットケア」の考えを取り入れた
介護を行い、入所者や家族のニー
ズに沿った援助を提供できてい
る。 
ターミナルケアを行うにあたっ

ては、入所者・家族の希望を尊重
し、看取りに関しての十分な説明
と同意のもとで取り組んでいる。 
食事については、受託業者も含

めた「給食会議」を実施するとと
もに、食の嗜好の把握に努め、入
所者からも評価を得ている。 
新人職員の教育プランを明確に

し、人材育成に力を入れ、職員一
人ひとりの資質向上に努めてい
る。 
処遇改善については、毎年定期

昇給を行うとともに、賞与支給率
を維持するなど、職員の処遇改善
に努め、安心して働ける環境づく
りに努めている。 
新型コロナウイルスについて

は、ホーム、センターともに、感



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 

入居者と担当するケアスタッフを、グループに分
けて行う”ユニットケア”を実施することによっ
て、一人のケアスタッフが担当する入居者の人数を
少なくすることができます。このことにより、担当
する入居者の健康状態、個性、入居者間の人間関係
など様々な状況把握が行いやすく、ミスの軽減や入
居者間のトラブル等にも状況を踏まえた上で対応で
きるなどのメリットがあります。一方、入居者に
とってもケアスタッフとのコミュニケーションが深
くより確実に行えるようになり、安心して入居生活
を送ることができるなど、メリットが多くあると考
えており、今後もこの考え方を進め、充実させてい
きたいと考えています。 
また、終末期（ターミナル）を迎えている方の中

では、「最後は病院ではなく施設で看取ってほし
い」と希望されるご家族も多くなっています。 
ターミナルケアを行っていくことは、体制面での

困難を伴いますが、看護職員と介護職員が連携を取
りながら、可能な限りこれらの方の個別処遇を充実
させ、入居者が最後まで安心して入居生活を送るこ
とができるよう取り組みを行ってまいります。 
入居者の日常生活の中で、大きなウエイトを占め

ている食事については、現在外部委託を行っていま
す。献立等については、当ホームの管理栄養士と担
当ケアスタッフ、受託業者の栄養士、調理師等で構
成する「給食会議」を月１回開催して検討していま
す。今後もこの場で、入居者・利用者から出された
問題点等を協議しながら、入居者・利用者等に喜ん
でいただける食事を提供できるよう、献立内容の充
実にも努めてまいります。 
介護の職場は、他の職種に比べて離職率が高く職

員が定着しない職種とされています。仕事の厳しさ
に対し賃金が伴っていないことが大きな要因といわ
れていますが、高齢者介護を支えていく上で介護職
員の確保は最重要課題となっています。当法人が指
定を受け運営している当ホーム、枚方市立デイサー
ビスセンター及び枚方市立くずは北デイサービスセ
ンターを含むいわゆる「サンポエムひらかた」全体

て取り組んでおります。その上で主
治医及び看護・介護職員検討のもと
看取り介護加算算定における説明を
入所者・ご家族に丁寧に行っており
ます。説明内容に同意のもとターミ
ナルケアを提供しております。 
日常生活の中で、大きなウエイト

を占める食事については、管理栄養
士、看護職員、介護職員を中心に委
員会で嚥下状態や体重の増減、食事
量等を分析し、可能な限り口腔から
食事が継続できるよう努めておりま
す。また、月 1 回開催の受託業者も
含めた給食会議で入居者の方々から
の各種要望等を検討し、食事内容の
改善に取り組んでおります。 
職員の教育としては、生活業務改

善委員会を中心に、新人職員の教育
プランを明確にし、人材育成に取り
組みました。また、例年開催されて
いる外部研修については、新型コロ
ナウイルスにより減少しましたが、
可能な限り参加しました。受講した
外部研修の内容を内部研修につな
げ、継続的な職員の資質向上に取り
組みました。 
職員処遇についてはホーム、セン

ターともに各種処遇改善加算の活用
をしながら、賞与についても支給率
を維持するなどして処遇の維持、改
善を続けております。 
センターでは、介護が必要になっ

た利用者が、住み慣れた地域で安心
して在宅生活を継続できるよう、介
護支援専門員が作成するケアプラン
に基づき適切に支援を行いました。
また、居宅介護支援専門員から相談
やサービス依頼があった際には、早

染予防対策を十分に講じて事業を
継続していただいた。 

 



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 

での経費節減を進めていくとともに職員の処遇改善
のための努力を行い介護職員の安定的な確保に努め
ます。 
枚方市立デイサービスセンター（以下「セン

ター」という。）利用者の中には、「老老介護」や
「認認介護」といわれる世帯も増加しており、ご家
族が大変苦労しながら、自宅で介護を続けていると
いう方が多く見受けられます。利用者の平均介護度
も徐々に上がってきており、介護度平均が３を超え
る月も出始めています。 
 現在、障害デイサービスも実施しており、他事業
所では医療面でのケアの割合が多いため、受け入れ
が困難な重度な身体障害者の受け入れも行っていま
す。こうした経過から、今後も高齢者、障害者とも
に医療面でのケアの比重が高くなることが考えられ
ます。介護職員と看護職員に求められる内容は高く
なりますが、現在は介護職員と看護職員ともに職員
確保が非常に困難な状況が続いています。 
デイサービスを運営していく上で様々な困難はあ

りますが、センターは“地域の社会資源としての役
割”を大切にしており、これまでも重度の方や介護
が困難なため、他施設で拒否をされた受け皿のない
高齢者等も受け入れて介護をしてきました。職員確
保が難しい状況ですが、今後もこのことを可能な限
り継続していきたいと考えています。 
◇基本方針 
 デイサービスセンターにおいても、特別養護老人
ホームの項で明記している基本方針と同様、介護保
険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応
じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができ
るよう支援してまいります。 
センターでは、「高齢者の心身の健康の保持及び

生活の安定」、「身体障害者の自立と社会経済への
参加の促進」を目指すという施設の設置目的と、当
法人の上記の基本方針を実践するため、利用者の面
接に基づいて個々の通所介護計画書を作成し、送
迎、入浴、食事、機能訓練等のサービスを提供して
まいります。 

期の状況改善を目指し速やかに対応
しました。コロナ過の中、利用者の
方々の生活を維持するため、事業が
中断することがないよう職員は各自
感染予防を意識した行動を心掛けま
した。また、令和 3 年度は職員 1 名
が育児休業を取得したこともあり、
業務内容を見直し、サービスの質が
低下しないよう留意して、利用者の
受け入れを行いました。 
障害デイサービスでは、医療ニー

ズの高い重度な方が多い傾向にあり
ますが、高齢者の方についても適宜
吸引が必要な方や経管栄養の方の受
け入れが多くなっています。そうし
た重度の方や他施設での対応が困難
な方の受け入れも、介護支援専門員
等と情報交換を行いながら積極的に
受け入れるよう心掛けました。 
令和 3 年度における要介護 3 以上

の利用者の割合は、月平均 52.7％と
なりました。平均寿命が延びたこと
による高齢化が進んでおり、それに
伴い介護が長期化する傾向にありま
す。核家族化が進んだことによる
「老老介護」や「認認介護」が増加
していることもあり、ご家族の介護
負担の軽減や、利用者の心身機能維
持を目指した支援となるよう努めて
おります。 
サービスを提供するに当たって

は、自立支援や社会参加を目的とし
た個別の通所介護計画書を作成し、
利用者やご家族が安心してサービス
が利用できるよう心掛けました。ま
た、利用者の心身状況や援助内容に
ついて定期的にアセスメントを行
い、ケース会議にて援助内容の検討



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 

 また、定期的に「ケース会議」を開催し、利用者
個々の状況を詳しく検討しています。検討内容が反
映されたケアチェック表をもとに、通所介護計画書
を定期的に見直すことで、常に状態に応じたきめ細
かなサービス提供が出来るようにしてまいります。 
 送迎に関しては、通所介護計画書による個々の利
用者の状態に合わせた送迎サービスの提供を心がけ
るとともに、安全運転に十分注意を払ってまいりま
す。 
 入浴に関しては、利用者個々の身体の状態に応じ
た介護を行うとともに、プライバシー保護の観点か
ら同性による介護を基本としています。 
 食事に関しては、枚方市立特別養護老人ホームと
同様、利用者の嗜好等についてアンケート調査を行
い、意見や希望等を「給食会議」で検討し、可能な
限り献立内容に反映させるように努めてまいりま
す。 
 機能訓練に関しては、定期的に「機能訓練会議」
にて訓練目標の進歩状況を確認することで、通所介
護計画書と同様に個別機能訓練計画書も見直しを行
い、状態に応じた訓練内容に取り組んでまいりま
す。 
 特に今後は在宅サービスも重度化が予測されます
ので、利用者への個別機能訓練については自立支援
を基本とした重度化予防に取り組んでいきたいと考
えています。 

を行いました。送迎に関しては、利
用者の身体状況に合わせた送迎サー
ビスの提供を心掛け、交通規則を遵
守し、事故の無いよう安全運転に努
めました。入浴に関しては、プライ
バシー保護と安全を確保し、気持ち
良く入浴していただけるよう心掛け
ました。食事については食事の嗜好
アンケートを行い、内容の反映にも
努めております。個別機能訓練につ
いては、自宅での生活状況の確認、
本人、ご家族からの要望を踏まえ
て、適切な訓練内容となるよう、定
期的に訓練内容の進行状況や達成状
況の確認を行い、必要に応じて訓練
内容を見直して取り組んでおりま
す。 
ホーム、センターともに全国的な

課題である介護職員の確保について
は、令和 3 年度もコロナ禍の影響に
て合同説明会などが中止となり、公
共職業安定所や紙面、インターネッ
ト媒体を活用した求人活動が中心と
なりました。その結果、産前産後休
業、育児休業を取得する職員や退職
者等に対する職員補充が行えまし
た。また、パート職員の労働時間の
変更等も実施することで、安定した
サービス提供体制となりました。新
たに採用となった職員指導について
は、職員間の日々のコミュニケー
ションに努め、本人の意向も尊重し
ながら、計画的な職員指導に取り組
みました。 
コロナ禍のためボランティアの受

け入れを制限したことにより、地域
との関わりやレクリエーション等に
も制限がかかりましたが、ホーム、



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 

センターともに三密とならないよう
に注意しながら可能な範囲で取り組
みました。 

②施設運営に関する計画 

施設利用料金等に
よる収入に見合う
運営計画が立てら
れているか。 

施設運営に当たっては、常に利用率及び収支を考慮
し、限られた費用・時間の中で効果的なサービスを
提供していく工夫と努力、就業及び接遇に対する態
度の見直し等に積極的に努めてまいります。 

当年度に予想される大きな支出に
ついては、計画的に実施できるよう
前年度末に計画を策定しておりま
す。日々の運営状況については、毎
月会議にて 1 か月当たりの利用率や
収支状況について確認しておりま
す。そのうえで、日常の業務で必要
となる支出についても収入状況と支
出状況を勘案しながら取り組んでお
ります。 
サービス内容については、ホー

ム、センターともに、年間の研修計
画や会議等で、職員の資質や援助技
術の向上に取り組み、より良いサー
ビスが提供出来るように取り組んで
おります。 

３ 

毎月、利用率や収支状況を確認
し、支出削減を図りながら、効果的
なサービスを提供するよう努めてい
る。 

３ 

施設の利用の向上
に関する計画が具
体的に提案されて
いるか。 

ホームには現在約 100 名の入所希望者が待機され
ています。退所者が出た場合は、速やかに次の入所
者を決めることが義務であり、経営的にも必要なこ
とと考えています。ホームでは、「入所選考委員
会」を設置し、毎月の優先入所者をあらかじめ決定
するなど、速やかな入所決定ができるように努めて
いますが、さらにロスがないように行ってまいりま
す。 
ホームのショートステイやセンターについては、

 ホームの待機者は、令和 4 年 3 月
末現在で 88 名となっております。 
 退所者は 16 名となり、退所者が出
た場合、速やかに入所者を決定でき
るよう毎月、入所選考委員会を開催
し空床期間の短縮に努めました。ま
た、緊急性を伴う方に関しても迅速
に受け入れてまいりました。 
ホームのショートステイやセン

３ 

ホームでは、毎月、入所選考委員
会を開催するなど、空床期間の短縮
に努めている。 
ホームのショートステイやセン

ターの利用向上のため、近隣の医療
機関にパンフレットを設置したり、
居宅介護支援事業所への広報活動と
して新たに広報ファイルを作成し、
各事業所への訪問活動の時期や説明

３ 
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近隣の介護支援事業所や医療機関等との連携を図り
パンフレットを置いていただいたり、各サービス事
業における協議会に参加することで情報交換を行っ
たりしながら利用の向上を図ってまいります。 
また、ホームページを活用するなどして、利用率

の向上を図っていきたいと考えています。 

ターの利用向上には、居宅介護支援
専門員との連携が最重要だと認識し
ております。 
ショートステイについては、居宅

介護支援専門員からの相談ケースに
よる遠方の利用者の受け入れや定期
利用者が増加したことにより、利用
率が増加しました。また、市からの
緊急の案件に関しても迅速な対応に
努めました。 
センターについては、令和 3 年 10

月までは新規利用や利用増回等で利
用率が向上していましたが、10 月以
降より入院や入所される方が相次
ぎ、年間通した利用率は前年度とほ
ぼ変わらない状況となりました。居
宅介護支援事業所への広報活動につ
いては、関わりのある居宅介護支援
事業所を中心に月 1 回程度で訪問を
行い、定期的にセンターのサービス
内容を記載したチラシを配付すると
ともに、空き状況等の情報提供を行
い新規利用者の獲得に努めました。 

内容を計画的に実施できるよう取り
組んだ。 

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

運営に当たっては、介護保険法をはじめ、「枚方
市立特別養護老人ホーム条例」「枚方市デイサービ
スセンター条例」等に定められた利用料金、諸手続
き、配置基準等事業者が守るべき事項について、こ
れを遵守してまいります。その上で、施設の利用向
上のための取り組み、利用者等に対する接遇・対応
向上のための取り組み、安心・安全のための取り組
みなどについて計画し、実施してまいります。 

介護保険法はじめ「枚方市立特別
養護老人ホーム条例」「枚方市デイ
サービスセンター条例」等の関係法
令を遵守するとともに、毎年、自主
点検と自己評価を行い、事業所とし
て遵守しなければならない事項を確
認しております。 
令和 3 年度は介護報酬改定があ

り、必要となる変更届の提出を行い
ました。また、利用料金の変更にあ
たり変更同意書にて説明を行い、署
名または記名捺印をいただきまし
た。 

３ 

介護保険法及び「枚方市立特別養
護老人ホーム条例」「枚方市デイ
サービスセンター条例」等に定めら
れた事項に基づき、適切に運営して
いる。 

３ 

利用者に対する接
遇対応向上につい

ホームにおいては、ケアスタッフと入居者のコ
ミュニケーションをとりやすくし、入居者が安心し

ホームでは入所者の高齢化（平均
年齢 84 歳）・高介護度化（介護度平

４ 
ホームでは、入所者一人ひとりの

要望を聞き取り、新型コロナウイル
３ 
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て具体的に提案さ
れているか。 

て施設での生活を送ることが出来るよう、「ユニッ
トケア」を推進してまいります。 
入所者の高齢化・高介護度化に伴い、行事などに

ついてはこれまでのように全員が一度に参加する形
での企画が困難な状況になっています。今後は、ご
家族を含めた少人数単位での行事等も企画し、入居
者とご家族とのつながりを図ってまいります。 
センターにおいては、介護保険事業（通常規模型

30 名）、障害福祉事業（身体障害者 5 名）の利用
定員を維持し、高齢者と身体障害者との利用者間の
交流を図りながら、レクレーション等の行事を充実
させてまいります。 
両施設においては、提供するサービス等に対する

意見や苦情等について、「苦情ボックス」を設置し
て、誰でも、いつでも投函していただけるようにし
ています。また、「苦情の処理に関する要綱」を定
めて適切に対応できるようにしていますが、今後も
一層体制を充実できるように努めてまいります。 

均 4.16)に伴い入所者全員を対象と
した行事の企画が困難になってきて
おります。また、令和 3 年度も前年
度同様、コロナ禍によりボランティ
アの参加が難しくなったことから、
従来の行事の実施が困難と判断し、
季節を感じられる行事や食事をメイ
ンとした行事を中心に取り組み、入
所者の方々に喜んでいただきまし
た。また、引き続き入所者一人一人
の要望を聞き取り、実現が可能な範
囲で個々のニーズにそった取り組み
に努めました。 
センターでは高齢者と身体障害者

の方が利用されていますが、コロナ
禍により令和 3 年度も利用者間で密
にならないよう、感染予防対策に配
慮した座席設定やレクリエーション
等の行事を行いました。利用者への
接遇については、接遇に関する自己
チェックを年 1 回実施しておりま
す。また、内部研修にて職員全員の
接遇意識向上に努めました。 
ホーム、センターともに苦情につ

いては、解決責任者と受付担当者を
重要事項説明書に記載し、利用開始
前に説明しております。苦情ボック
スへの投函はありませんでしたが、
直接受け付けた苦情につきましては
当日中に初期対応を行うことで、大
きな苦情には至りませんでした。ま
た、受け付けた苦情については「苦
情対応シート」に記載して、会議等
で解決に向けた対応を検討し、対応
結果の可否についても確認すること
で再発防止に取り組んでおります。 

ス感染防止のため、実現が可能な範
囲で個々のニーズに沿った取り組み
を行っている。 
センターでは、高齢者と身体障害

者が利用しており、令和３年度も引
き続き、新型コロナウイルス感染予
防に配慮した座席設定をし、レクリ
エーション等の行事を行っている。 
両施設には、提供するサービス等

に対する意見や苦情等について、
「苦情ボックス」を設置しており、
誰でも、いつでも投函できるよう工
夫している。 

利用者が安全に利
用できるよう施設

ホームではショートステイを含めて 60 人の方が
施設で生活しておられます。 

利用者間でのトラブルについて
は、日ごろから職員がユニットや配

３ 
日ごろから職員がユニットや配席

などに配慮し、利用者間のトラブル
３ 
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内で発生するトラ
ブルへの対応方法
等について提案さ
れているか。 

在宅での暮らしぶりが様々な方がひとつの施設で
過ごされていると、些細なことがきっかけでトラブ
ルになったりすることもあります。 
ホームでは、相性が悪くどうしても仲良く出来な

い入居者同士は「ユニット」を分けて様子を見るな
どして、一部の入居者間のトラブルによって周りの
皆様が不穏にならないよう対処してまいります。 
センターでは過ごしていただく場所を離すことで

対応するとともにレクレーション等に集中していた
だけるように対処するなど、トラブルの回避を行っ
てまいります。 

席など配慮し、可能な限り利用者同
士のトラブルが起こらないように心
がけております。それでもトラブル
が発生した場合は、職員が間に入り
事故とならないように努めるととも
に、ご家族や居宅介護支援専門員と
連絡を取り問題解決に向けて取り組
んでおります。 
トラブルや施設内の危険箇所につ

いては「ヒヤリハット報告書」を会
議にて検討し、スタッフ全員が内容
を把握して対応できるようにしまし
た。また、安全に過ごしていただく
ために、危険箇所には事前にスロー
プの設置やクッション材の取り付
け、コルクタイルのワックスがけに
よる定期的なメンテナンスなどを行
い、安全な環境となるように努めて
おります。 
新型コロナウイルスについては、

厚生労働省より発令されました「社
会福祉施設等における新型コロナウ
イルスへの対応について」以降、順
次発令に応じた対応に努め、入所
者、利用者、ご家族、居宅介護支援
専門員等と連携しながら感染防止に
取り組んでおります。 

防止に努めている。 
また、施設内の危険箇所について

は「ヒヤリハット報告書」を活用
し、毎月の会議でスタッフ全員が内
容を把握するよう努めている。 
新型コロナウイルスについては、

入居者、利用者、ご家族、ケアマ
ネージャー等と連携しながら感染防
止に取り組んでいる。 

利用者等の安全・
財産の保全・秩序
維持のための適切
な対応方法等につ
いて提案されてい
るか。 

入居者・利用者の安全を守っていく上で、利用者
一人ひとりの健康状態を把握することが重要になり
ます。 
ホームでは、始業時に入居者一人ひとりの健康状

態や問題行動等についての引継ぎを行い、ケアス
タッフがこのことを把握した上で、その日の介護を
行うことにより、事故が起きないように努めてまい
ります。特に、夜間はスタッフが少なくなるため、
ショートステイのスタッフを含めたケアスタッフの
連携を強めて対処してまいります。 
ホーム入居者の財産管理については、ご家族等か

ホームでは、入所者の状況を把握
するため、申し送りで日々の状況報
告を行い健康管理に努めました。事
故に関しては事故防止委員会・身体
拘束防止委員会、会議等で、「苦情
要望報告書」「ヒヤリハット報告
書」「事故報告書」を検討すること
によって職員全員が内容を把握して
事故の予防、再発が無いように努め
ました。 
センターでは、コロナ禍による感

４ 

 利用者の健康管理について、ホー
ムでは、申し送りで入居者の日々の
状況報告を行っている。センターで
は、送迎時に本人や家族から前日や
当日の体調を確認している。 
財産管理について、ホームでは

「施設利用者預り金管理規程」に基
づき管理を行い、センターでは重要
事項説明書にて必要以上のお金や高
額な物品を持ち込まないよう依頼し
ている。 

４ 
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ら依頼を受けている入居者については、預かってい
る通帳等の入出金の状況と日常の小遣金の使用状況
を毎年６月、９月、１２月、３月の年４回、ご家族
に対して報告を行っており、疑問等があれば、適切
に対処していますが、今後も厳正に処理してまいり
ます。 
センターにおいては、送迎時に利用者の健康状態

を聞き取り、到着時に看護師によるバイタルチェッ
クを行い健康状態に応じた見守りを行うよう努めて
まいります。 
センターでは、送迎時に利用者の健康状態を聞き

取り、センター到着時に看護師によるバイタル
チェックを行い健康状態に応じた見守りを行うよう
努めてまいります。 
センターにおいては、面接時に必要以上の現金は

持参して頂かないよう説明するとともに、利用者の
持ち物については施設で責任を持って預かり管理す
るなどして、施設内で紛失等がないように対応して
まいります。 

染予防対策として、利用者の体調を
把握するために、送迎時に利用者や
ご家族から前日や当日の体調を確認
しております。また、合わせてご家
族等の様子も確認しております。感
染症対策としてマスクの着用、利用
前の検温等をお願いしています。セ
ンター到着後は看護師による健康
チェック（血圧、脈拍、体温、問
診）を実施しており、体調不良が疑
われる場合には受診を勧めるなど、
利用者の体調の変化に留意しながら
利用をしていただきました。 
金銭等貴重品の取扱いについて

は、事前に重要事項説明書にて必要
以上のお金や高額な物品を持ち込ま
ないようお願いしており、紛失等に
よるリスク軽減にも努めておりま
す。金銭を除き、やむ得ない場合は
鍵付きの棚にて一時保管しておりま
す。 

事故に関しては、事故防止委員
会・身体拘束防止委員会、会議等
で、「ヒヤリハット報告書」「事故
報告書」を検討することによってス
タッフ全員が内容を把握して事故の
予防、再発がないように努めてい
る。 
マスクの着用、利用前の検温等を

お願いして、健康状態の把握を努
め、センター到着後は看護師による
健康チェックを行い体調管理に徹底
している。 

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
案されているか。 

モニタリングで明らかになった課題について検討
し、随時改善策を講じてまいります。 
処遇や介護のあり方など、入所者・利用者の皆様

がどのように感じているのか、提供する食事につい
てどのように感じどのようにして欲しいのかといっ
たことを調査し、今後に反映させて行くことは大変
重要なことと考えています。 
ホームでは、入居者のご家族からの意見や要望等

については、毎年開催する記念行事などの機会に意
見等を出し合っていただく方法で行ってまいりま
す。 
次に、アンケートについては、主に利用者からの

聞き取りの方法で実施するとともに、ご家族が参加
される行事の際にアンケートを実施する方法で行っ
ています。今後とも、アンケート等の結果を参考に
し、処遇や献立の改善を図ってまいります。 

ホームでは、毎月のモニタリング
や処遇に対するアンケートを入居
者、ご家族に対して行い処遇の改善
に努めております。コロナ禍によ
り、令和 3 年度もご家族が参加され
る行事は感染予防対策の取り組みか
ら中止となりましたが、個別面会等
の際に、ホームに対するご意見等を
伺いながら、アンケートから得た意
見や要望をもとに、個別処遇の改善
を図りました。 
センターでは、例年通り処遇及び

食事についてのアンケートを実施し
ました。要望や意見等を聴取した場
合は、会議等で内容を検討する等、
改善に努めました。また、令和 3 年
度もご家族が参加される行事は感染

４ 

 利用者、家族に対してアンケート
を実施して、意見や要望を取り入れ
るなどして、利用者への対応の改善
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 

予防対策の観点から中止しました
が、送迎時や電話等で意見を伺うよ
うにし、サービス改善が必要な内容
については会議で検討する等して改
善に努めました。アンケート結果に
ついては、応対内容を記載し事業所
内に掲示しております。 

【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
れているか。 

施設の管理にあたっては、消防法等関係法令及び市
条例等を遵守し、建築設備全般の管理、施設内廃棄
物の保管と処理、備品の管理等について下記のとお
り計画し、善良な管理を行ってまいります。 

施設の管理に当たっては、消防法
等関係法令及び「枚方市立特別養護
老人ホーム条例」「枚方市デイサー
ビスセンター条例」等市条例を遵守
し、善良な管理を実施しておりま
す。 

３ 

関係法令を遵守し、適切に施設管
理を行っている。 

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
か。 

施設設備については、建築後２５年を経過し、耐
用年数を経過している建築設備等が多くなってきた
ため、修理を必要とする状況になっています。建築
設備全般の維持管理は、設備管理会社に委託して当
該設備の２４時間オンライン監視と故障時の速やか
な対応を行うなど総合的な管理を行い、入居者・利
用者の生活に影響が及ばないように努めてまいりま
す。 
当該業務委託の中で、「電気設備点検」や「消防

設備点検」、「給排水設備の保守・点検」、「飲料
水検査」、「ボイラー等の煤煙測定」など、法令に
定められている検査を有資格者により行ってまいり
ます。 
 また、浴槽等のレジオネラ菌等の細菌検査につい
ても検査機関に依頼して定期的に実施し、その結果
を保健所等の関係機関に報告するなど、入居者・利
用者の安全と快適な環境を維持するために努めてま
いります。 

施設設備については、設備管理会
社に委託して当該設備の 24 時間オン
ライン監視と故障時には速やかに連
絡を取り修理を行い、入所者等への
サービス提供に支障のないように努
めました。「電気設備点検」や「消
防設備点検」「給排水設備の保守・
点検」「飲料水検査」「ボイラー等
の煤煙測定」など有資格者が行う必
要がある点検等については、委託管
理会社による有資格者が法令に沿っ
て実施しております。 
レジオネラ菌の検査を年 2 回実施

し、検査結果を市と保健所に提出し
ております。レジオネラの検出は認
められておりません。 
併設しております枚方交北住宅の

消防設備点検等については、府営住
宅管理センターと連携を取りながら
実施するとともに、異常や誤報が
あった場合の対応についても適時取
り組んでおります。 

４ 

施設設備については、事業計画ど
おり管理を行っており、法定上必要
な検査を適切に行っている。 
併設している枚方交北住宅の消防

設備点検等については、府営住宅管
理センターと連携を取りながら実施
するとともに、異常や誤報があった
場合の対応についても適時対応して
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 

文書の適切な管
理・保存の提案が
なされているか。 

 文書の管理・保存については、法人決裁規程
第３章「文書の管理」を遵守し、適切な管理・
保存を行っています。 

文書の管理・保存については、法
人決裁規程第３章「文書の管理」に
沿って、統括文書管理者が文書管理
者を選任し、適正に取り組んでおり
ます。また、個人情報が記載されて
います書類については書庫にて施錠
管理しております。 

 

３ 

法令に基づき、適切に文書の管
理・保存を行っている。 

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
るか。 

一般廃棄物については、枚方市廃棄物の減量及び適
正処理の促進等に関する条例に基づく「事業系一般
廃棄物減量計画書」を策定し、意識的に減量に努め
ていますが、給食の残滓等一定の量が排出されま
す。これらについては近隣住民の迷惑にならないよ
う毎日早朝に業者に廃棄処理委託を行ってまいりま
す。 
また、その他ペットボトルやビン・缶等のごみに

ついては、収集かごに分別保管し、一定時期に業者
による収集を行ってまいります。 

施設から排出される廃棄物につい
ては、あらかじめ収集かご毎に分類
し、委託業者が定期的に回収してお
ります。 
 また、新聞紙やダンボール、金属
等の資源ごみについては有効に活用
するとともにごみの削減に努めまし
た。 

 

３ 

廃棄物については、分別等を行っ
た上で、委託業者により適切に処理
が行われている。 

３ 

備品管理に当た
り、管理簿の整備
並びに責任の所在
について提案され
ているか。 

現在、市の備品については備品台帳にて所在と数
量を明確にし、責任部署を明らかにした上で適正管
理をおこなってまいります。また、備品は市の所有
物であるということを再認識させ、毀損したものや
故障で修理不能の備品等の廃棄処分についても勝手
な判断で処分することなく、市担当者の指示を受け
て、適正な処理を行ってまいります。 
また、施設独自で購入した備品についても、購入

後「固定資産台帳」に登録して管理しており、今後
も適正に管理してまいります。 

備品に関しましては、ホーム施設
長及びセンター管理者が、市と合同
で作成した備品台帳をもとに管理し
ております。職員一同大切に扱って
はおりますが、開設当時からの備品
のため、経年劣化している備品が増
加してきております。破棄の際に
は、備品廃棄許可申請を行った上で
適切な処理をしております。 
また、当施設の備品の多くは市の

所有であることを職員に周知し、大
切に扱うよう心掛けております。 

３ 

備品台帳と現物の確認を行った上
で、適正に管理している。 

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
に事業計画で提案
されているか。 

地球温暖化など「環境問題」が大きくクローズ
アップされている中で、施設の取り組みとしてはこ
まめな節水に取り組むとともに、冷暖房の温度管理
をこまめにするなど省エネルギーのためにも取り組
んでいます。水道光熱費等経費の削減が経営的にも
大きい課題となっている今、省エネルギーについて
は今後も様々な検討を加え取り組んでいきたいと考

施設での環境に関する取り組みと
しては、特に日々の節水と空調管理
に努めております。 
令和 3 年度は、ボイラー設備の不

具合によりガスの使用量が増加しま
した月がありました。不具合につい
ては、現在市と協議中となっており

３ 

 節水や冷暖房の温度設定など、
サービス提供に支障のない範囲内
で、省エネに取り組んでいる。 
また、送迎車について地球温暖化

防止の視点から順次アイドリングス
トップ搭載車に入れ替えを行ってい
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 

えています。 ます。今後も経年劣化による様々な
機器のトラブルの発生が考えられる
ため、市や委託管理会社と連携を取
りながら、トラブルの早期発見に努
めてまいります。 
また、地球温暖化防止の視点から

送迎車を順次アイドリングストップ
搭載車に入れ替えております。 

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
ているか。 

「電気設備点検」や「消防設備点検」、「給排水設
備の保守・点検」、「飲料水検査」、「ボイラー等
の煤煙測定」など、法令に定められている検査を有
資格者により行ってまいります。 

「電気設備点検」や「消防設備点
検」「給排水設備の保守・点検」
「飲料水検査」「ボイラー等の煤煙
測定」など有資格者が行う必要があ
る点検等については、委託管理会社
による有資格者が法令に沿って実施
しております。 

３ 

電気設備、消防設備等について
は、管理会社に委託し、有資格者に
おいて検査を行っている。 

３ 

障害者法定雇用率
が達成されている
か。（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
事業計画書で提案
されているか。） 

 現在、ホームで１名、法人全体で２名を採用し、
法定雇用率を達成しています。引き続き当人の健康
状態を確認しながら雇用していきます。 

雇用について、現在、ホームにて
１名を雇用しており、法人全体では
２名を雇用しております。その内 1
名が重度認定者であるため、障害者
法定雇用率を達成しております。引
き続き、当人の健康状態を確認しな
がら継続して雇用いたします。 

３ 

ホームで１名、法人全体で２名を
採用している。そのうち１名が重度
認定者であるため、障害者法定雇用
率を達成している。 

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
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
設置しているか。 

職員の採用については、「サンポエムひらかた」
として一括して行っています。 
公正採用選考人権啓発推進員についても「サンポ

エムひらかた」として選任しており、職員採用にお
ける公正な採用に努めているところです。このこと
については今後も継続して行ってまいります。 
 

 職員の採用に際しては、公正採用
選考人権啓発推進員を選任してお
り、公正な採用に取り組んでおりま
す。 
職員募集については、コロナ禍の

影響にて、合同説明会などが中止と
なり、引き続き公共職業安定所や紙
面、インターネット媒体を活用した
求人活動が中心となりました。 

３ 

公正採用選考人権啓発推進員を設
置している。 

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 

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
案されているか。 

定期的に開催する連絡調整会議等で議題にするとと
もに、啓発パンフレット等を入手し研修を行い、人
権について職員が正しい認識を持ち業務を行うよう
に努めます。 

ホームでの人権に関する取り組み
としては、外部研修の受講しており
ます。また、内部研修実施時には、
府へ計画書と報告書を提出して取り
組み、職員全員の人権意識向上に努
めております。センターでも同様に
内部研修に取り組みました。 
 また、人権以外にもプライバシー
保護や虐待についても同様に取り組
んでおります。 

３ 

人権に関する研修に加え、プライ
バシー保護や虐待についても研修を
行い、職員全員の人権意識向上に努
めている。 

３ 

男女雇用機会均等
法に基づくセク
シュアル・ハラス
メント防止対策な
ど、各種ハラスメ
ントの防止対策に
ついて提案されて
いるか。 

セクシュアル･ハラスメントやパワーハラスメン
ト、マタニティーハラスメントなど各種ハラスメン
トの防止については、定期的に開催する連絡調整会
議等で議題にするとともに、啓発パンフレット等を
入手し研修を行うなど、職員の意識向上に努めてま
いります。 

育児休業等・介護休業等について
は、「育児休業等に関する規則」
「介護休業等に関する規則」を平成
15 年 9 月に制定し、その後法改正に
伴う一部改正をその都度行い、職員
に周知するとともに、法の趣旨に添
い適正に対応しております。 
 平成 27 年 4 月には「ハラスメント
の防止に関する規定」を策定し、平
成 29 年 1 月にはマタニティーハラス
メントを追加しました。法人内に相
談窓口を設置し、労働者個人の尊厳
が不当に傷つけられないように努め
ています。また、「枚方事業所人権
推進連絡会」に加入しております。 

３ 

各種ハラスメントについては、法
人内に相談窓口を設置し、適切な対
応に努めている。 

３ 

高齢者虐待を未然
に防止する取り組
みについて提案さ
れているか。 

高齢者虐待防止については、委員会を中心に定
期的に会議、研修会を開催し、未然防止に努め
てまいります。 

高齢者虐待防止に関する取り組み
としては、参加予定していました外
部研修はコロナ禍の影響により中止
となり、委員会と内部研修による取
り組みにて、職員全員の虐待に対す
る意識向上に努めました。 

３ 

高齢者虐待防止に関する内部研修
を行い、職員全員の意識向上に努め
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

枚方市情報公開条例には「市の保有する情報を公
開することにより市政に関する市民の知る権利を保
障し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民
の市政参加を促進し、もって地方自治の本旨に即し
た市政を推進することを目的とする」という条例制

個人情報の取り扱いについては、
枚方市情報公開条例の順守に努め、
施設として条例に沿った各種規定等
を設置し、閲覧できるよう設置して
おります。 

３ 

施設の情報を閲覧できるよう、体
制を整備している。 

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 

が明確に示されて
いるか。 

定の目的が明記されています。当施設は枚方市が設
置する施設であり、市の条例は当然遵守してまいり
ます。 
当法人においても上記の条例等の趣旨をふまえ

て、平成 17 年 9 月に「自己情報の開示申請等に関
する規程」「個人情報の保護に関する基本方針」
「個人情報取扱規程」等を定めて、これにより開示
申請への対応、個人情報の保護について対応してお
り、今後もこのことを継続してまいります。 

 

令和 3 年度は、情報開示請求等が
ありませんでしたが、今後も条例等
の関係法令を遵守した対応を心掛け
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
るか。 

個人情報の開示や保護に関しても、「枚方市個人
情報保護条例」の定める目的を達成するために、同
条例を遵守してまいります。 
当法人においても上記の条例等の趣旨をふまえ

て、平成 17 年 9 月に「自己情報の開示申請等に関
する規程」「個人情報の保護に関する基本方針」
「個人情報取扱規程」等を定めて、これにより開示
申請への対応、個人情報の保護について対応してお
り、今後もこのことを継続してまいります。 
また、介護保険法でもこれらの規程等を利用者や

そのご家族等関係者に周知するよう指導されていま
す。ホーム及びセンターを含むサンポエムひらかた
全体として、当該規程等の概要や詳細が分かるよう
に、玄関の掲示板に掲示を行うとともに、ファイル
を設置して閲覧できるようにしていますが、更に充
実させてまいります。 

 
 
 
 

個人情報の保護についても、市条
例をはじめ当法人の関係規則を遵守
しています。関係規則については、
利用者やご家族をはじめどなたでも
見ることができるよう、施設玄関に
概要を掲示するとともに関係資料の
設置し閲覧できるようにしておりま
す。 
 また、利用されるにあたって得た
個人情報については、サービス担当
者会議等で最低限必要となる個人情
報の使用を、利用者やご家族から同
意書を得たうえで使用しておりま
す。 

３ 

「枚方市個人情報保護条例」を厳
守している。 
法人として「自己情報の開示申請

等に関する規程」、「個人情報の保
護に関する基本方針」、「個人情報
取扱規程」等を定め、これらに基づ
き、適切に対応している。 

３ 

【緊急時における対策に関する事項】 



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 

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
か。 

火災等災害時の対応マニュアルを作成し、職員に

周知徹底させているとともに、緊急連絡網を作成し

対応してまいります。 

避難訓練については適宜実施してまいります。特
にホームには避難スロープが設置されていないた
め、入居者を非常階段を使っていかに早く非難させ
るかといった訓練を中心に、隣接する悠々の苑（当
法人が経営する老人ホーム）との協力体制をとって
実施しているところですが、今後も改善を加え入居
者の安全確保に努めてまいります。 
また、救急等の対応については、近年、救急患者の
たらい回しが問題になっているように、当施設にお
いても救急車は早く来たが受け入れ病院が決まるま
で相当の時間を要するというのが現状です。このよ
うなことを防ぐため、近隣の医療機関とも協力体制
をとり、日常の健康管理等でも積極的に利用し、救
急時の受け入れが円滑に行えるようにしてまいりま
す。 
感染症対応マニュアルについても作成し、速やか

に対処出来るよう体制をとっていますが、これを更
に充実させるようにしてまいります。 

「防災及び非常災害時マニュア
ル」を作成し、職員に周知徹底をし
ております。緊急連絡網や火災時等
の避難経路も作成して緊急時に対応
できるように備えております。 
避難訓練に関しましては、消防計

画に基づき年 2 回の火災総合訓練に
取り組みました。そのうち１回は当
施設に併設されています大阪府営枚
方交北住宅と共同で取り組み、火災
時の協力体制の確認を行いました。 
また、近隣の医療機関のワーカー

とも積極的なコミュニケーションに
努め、サービス内容や緊急時の対応
について、日々相談しながら取り組
んでおります。 
感染症や食中毒については、マ

ニュアル内容の確認を行うととも
に、外部研修（オンライン含む）に
参加し、研修内容を内部研修で伝達
することで、職員全員の緊急時対応
の向上に努めております。 

３ 

「防災及び非常災害時対応マニュ
アル」や緊急連絡網を作成し、災害
発生時に備え、体制を整備してい
る。 
消防計画に基づき年２回の火災総

合訓練を行い、そのうち１回は併設
されている大阪府営枚方交北住宅と
共同で取り組んで、火災時の協力体
制の確認を行っている。 

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
れているか。 

緊急連絡網を整備するなど常時連絡可能な体制の
整備を図ってまいります。 

職員の緊急時の連絡体制を一覧表
にするとともに、利用者について
は、緊急時の連絡先を利用開始時に
ご家族等から確認を取り、ご家族や
主治医の連絡先がわかるように、
「緊急連絡先一覧表」を作成してお
ります。連絡先が変更されることも
多々あるため、定期的に連絡先の確
認も行っております。また、介護職
員以外に宿直者を配置することで、
夜間火災等の緊急時にも迅速に対応
出来る体制で備えております。 
協力医療機関としては、「市立ひ

らかた病院」「向山病院」と協力医
療機関委託契約を締結することで、
スムーズな緊急時の応対が行えるよ

３ 

緊急連絡先一覧を作成し、市立ひ
らかた病院や向山病院と協力医療機
関委託契約を締結するなど、緊急時
に速やかに対応できる体制を整えて
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 

う努めております。また、隣接する
悠々の苑とも、緊急時には互いに協
力できる体制となっております。 

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
れ、かつ考え方に
対応した分担内容
となっているか。 

当業務を実施する中で発生したリスクについて
は、「枚方市立特別養護老人ホーム及び枚方市立デ
イサービスセンター管理運営業務基本仕様書」に記
載された内容に基づき、市とのリスク分担を行いま
す。 

業務上、緊急時のリスクが発生し
た場合にホーム、センターだけでは
対応できない場合、法人内の他事業
所と連携し対応に努めます。また、
適時、市へ報告いたします。 
建物や設備でのリスクについて

は、「枚方市立特別養護老人ホーム
及び枚方市立デイサービスセンター
管理運営業務基本仕様書」に基づい
て、その都度、修理や改善に係る費
用の見積もりを市に提出しており、
市と協議を行いリスク分担しながら
運営に努めております。 

３ 

市と指定管理者とのリスク分担に
ついては、「枚方市立特別養護老人
ホーム・枚方市立デイサービスセン
ター管理運営業務基本仕様書」に記
載のとおり、適正に運用している。 

３ 

【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
ているか。 

ホームでは、入居者・利用者に少しでも喜んでいた
だこうと少ないスペースを活用してガーデニングに
取り組んでおり、四季折々に咲く花を見たりして楽
しんでもらっています。また、ホームでは、入居者
の方の個別外出（外食、施設見学、散歩等）の支援
に努めてまいります。 
センターでは、利用者の自己決定、自己選択の機

会の 1 つとして、デイサービスでの昼食サービスで
は主菜の「選択メニュー」を取り入れています。行
事食では、定期的なバーベキューや鍋料理、調理員
による握り寿しの提供など、管理栄養士や厨房委託
業者とも日々検討しながら、利用者にとって充実し
た昼食メニューの提供に努めてまいります。 

ホームでは、共有スペース等に季
節毎の生花を飾り入居者から好評を
得ております。また、入所者一人一
人の要望を聞き取り、コロナ禍の中
可能な範囲で個々のニーズにそった
取り組みに努めました。 
センターでは、利用者の意向を尊

重したサービス提供を心掛けてお
り、レクリエーションや季節行事に
ついては、年間計画を作成し取り組
んでおります。令和 3 年度も引き続
き、外部からのボランティアなどの
受け入れを中断したため、職員が主
体となり、実行可能な範囲で行事等
に取り組みました。脳トレや習字、
展示物製作や密にならないような形
でのゲーム等のイベントを開催し、
楽しんで参加してもらえるようにし
ました。食事については、自己選
択、自己決定を促すことで利用者の

４ 

ホームでは、入所者個一人ひとり
の要望を聞き、可能な限り取り組ん
でいる。 
令和３年度も外部ボランティアな

どの受け入れを中断したものの、密
にならない形でのイベント開催に取
り組んだ。 
食事については、選択メニューの

実施など充実に努めている。 

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 

意欲向上が図れるよう選択メニュー
を実施しております。内容につい
て、当施設の管理栄養士、業務委託
先の栄養士、ホームのスタッフと給
食会議を開催し、献立や調理方法に
ついての話し合いを行い、充実した
食事が提供できるようにしました。
また、行事食では普段とは違うメ
ニューを提供することにより、季節
や特別感を味わってもらえるよう取
り組みました。 

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
れているか。 

施設をより多くの人に知っていただくために、パ
ンフレットを作成して配布するとともにホームペー
ジを活用し、また必要に応じてチラシ等も配布する
など、積極的な広報活動を行ってまいります。 

令和 3 年度の広報活動については
現在関わりのある居宅介護支援事業
所を中心に行いました。コロナ禍の
影響により広報活動にも制限があり
ましたが、可能な範囲で居宅介護支
援事業所や近隣の医療機関への広報
活動を行いました。配布したパンフ
レットやお知らせは、居宅介護支援
専門員が利用者への施設紹介にも活
用していただいております。また、
近隣の住宅街や集合住宅にもポス
ティング活動を実施しました。 
広報活動によって、施設見学や体

験利用の相談や依頼があった際に
は、ご家族や居宅介護支援専門員と
の連絡を迅速に行い、感染予防対策
を講じた上で、すみやかな対応に取
り組みました。特に他の事業所で利
用時間帯などの様々な理由で受け入
れが困難な相談ケースについても、
積極的に受け入れられる体制に努め
ました。 

４ 

居宅介護支援事業所へのお知らせ
を新たに作成し、居宅介護支援事業
所や近隣の医療機関へ配布を行って
いる。 
広報活動によって、施設見学や体

験利用の相談や依頼があった際は、
迅速な対応を行っており、特に他の
事業所で受け入れが困難な相談ケー
スについても、積極的に受け入れら
れる体制に努めている。 

４ 

  一次評価（指定管
理者による評価） 

平均点 3.2 
二次評価（市に
よる評価） 

平均点 3.1 

 

 



 

 

一次評価者（指定管理者）所見 

ホーム、センターともに職員一同、公の施設としての役割を遵守した年間事業計画の目標達成に向けて取り組みました。ま
た、新型コロナウイルスの感染予防対策については、行政からの通達に沿った対応に努めました。感染予防に必要となるマス
クや手袋、消毒用アルコールなど備品の確保を早期から実施していたことやオンラインによる面会の実施などにより、備品不
足や環境の心配なく感染予防対策に取り組むことが出来ました。ワクチン接種につきましては、嘱託医師や協力病院との連携
を取りながら、入居者、利用者、職員等の積極的なワクチン接種が実施できました。令和 3 年度は、職員自身でなく家族が陽
性者となり職員が濃厚接触者となるケースが見られました。家族が陽性と判明した時点で早期に職員は自宅待機とし保健所の
指示のもと応対しました。また、職員への新型コロナウイルスに関わる情報の周知や意識啓発へも取り組みました。その結
果、職員の感染対策に対する日々の努力と入居者と利用者、ご家族の協力と理解のもと、感染者を出すことなくクラスターも
防ぐことが出来ました。しかし、現状ではまだまだ予断を許さない状況となっていますので、引き続き十分な感染予防対策に
努めます。 
全体的には、令和 3 年度の介護報酬改定から開始されました科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）にホーム、センターとも

に積極的に取り組みました。各職種がこれまで以上に一人一人の身体状況等を把握して、より適切なサービスが提供出来るよ
うに努めております。また、日々の介護記録や計画策定にかかる事務負担軽減のため、計画作成ソフトや iPad を導入し、書類
作成の効率化に取り組みました。 
ホームの利用状況としては、令和 3 年度の退所者数は 16 名と例年並みでしたが、病院との連携を密に空所期間の短縮に努め

ました結果、稼働率は前年度と比べ増加となりました。 
入所者の状況としては、身体的に重度な方の増加とともに、認知症の方の入所者数も増えてきております。認知症の方への

援助としては、環境の変化に配慮した対応に努め、可能な限り落ち着いた生活を送っていただいております。また、認知症関
連ではない精神的な症状が出ている方の入所も増えており、適時受診を行うなど適切に対応しております。 
今後も引き続き援助内容を入所者とご家族と協議しながら、できる限り希望に沿った生活を送っていただけるよう取り組ん

でまいります。 
センターの利用状況としては、令和 3 年度の新規利用者獲得件数は 28 件あったものの、令和 3 年 10 月以降入院や入所等に

よる利用中止が相次ぎ、利用率は前年度とほぼ変わらない結果となりました。 
居宅介護支援事業所への広報活動については、現在関わりのある居宅介護支援事業所への情報提供を継続的に行うことで、

新規利用者の受け入れを積極的に行いました。コロナ禍ではありますが、より多くの方がセンターを利用できるよう、新規の
居宅介護支援事業所等への広報活動に力を入れ取り組んで行きたいと考えております。 
センターは「枚方市シルバーハウジング生活援助員派遣事業」を市より委託されております。併設される大阪府営枚方交北

住宅の入居者の高齢化が進行しており、支援が必要な方が増加傾向にあります。急変時の救急車の対応や各部屋の突発的なト
ラブル、府営住宅自治会活動の備品の運搬などには、援助員を中心にセンターの職員が協力して応対しました。また、敷地内
の除草作業について府営住宅自治会での作業が困難なため、年 2 回センターにて取り組んでおります。大阪府営枚方交北住宅
の老朽化にともない修繕が必要となる場面も多く、適時「大阪府営住宅枚方管理センター」と連携を取りながら、入居者の生
活に支障のないように努めております。 
ホーム及びセンターともに全国的な課題である介護職員の確保については、令和 3 年度もコロナ禍の影響から多施設合同説

明会等の開催が中止になったことで、主にハローワークと紙面やインターネット媒体での求人広告を活用した求人活動となり
ましたが、最終的には欠員補充を行うことが出来ました。採用した職員については、コミュニケーションを取りながら本人の
意向も確認したうえで、計画的な指導に取り組みました。ただ、今後は定年を迎える職員も見込まれており、介護職員の確保
については今後も困難な状況が予測されるため、求人活動については継続的に実施していく必要性があると考えられます。 
 施設管理としては、受変電設備の入替が実施されました。市、実施業者と連携を取りながら、工期期間中に入居者、利用者
へのサービス提供に支障がないよう取り組みました。建設からの経年劣化による老朽化が目立つようになってきており、特に



大規模な設備については定期的な点検が必須となります。今後も設備の異常や故障の早期発見に努め、市と管理会社と協議し
ながら安心、安全なサービス提供に取り組んでまいります。 

 

 
 

総合評価 

二次評価者（施設
所管部署）所見 

事業計画に掲げられた項目について、適切な管理運営がなされています。また、指定介護老人福祉施設として、人員配置基
準等を遵守しています。 
公の施設を運営する指定管理者は、施設の運営状況について、公の立場で十分な説明責任を果たすことが必要です。当初の

稼動目標の達成状況や、予算と比較した収支状況を示すことなど、今後も健全な経営に対する取り組みを明確にすることを求
めます。 
市が委託している「枚方市シルバーハウジング生活援助員派遣事業」については、入居者の高齢化に伴い、支援が必要な方

が増加しているため、引き続き「大阪府営住宅枚方管理センター」と連携を取りながら、入居者が安心して快適な生活ができ
るよう努めていただきたいと考えます。 
新型コロナウイルスの影響で説明会の開催が難しいため、介護職員の確保のための活動が厳しいですが、継続的な求人活動

と計画的な指導を引き続き行うことが必要と考えます。 
令和３年度も新型コロナウイルス感染症対策を徹底して、事業を継続していただきました。今後も安全で快適に利用できる

施設として適切に管理運営されるとともに、利用者のニーズの把握を行い、更なる稼働率、満足度の向上に努められることを
期待します。 

事業計画に則し

た適切な管理運

営を行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．利用状況

【枚方市立特別養護老人ホーム】

項目

定数 50 床 50 床 50 床 50 床 50 床

延入所者数 17,538 人 17,676 人 17,980 人 17,646 人 17,765 人

延入所可能人数
（50人*365日）

18,250 人 18,250 人 18,300 人 18,250 人 18,250 人

入所率 96.0 ％ 96.8 ％ 98.3 ％ 96.6 ％ 97.4 ％

【枚方市立デイサービスセンター】

項目

開所日数 310 日 309 日 311 日 311 日 311 日

延利用者数 6,159  人 7,363  人 6,840  人 6,511  人 6,532  人

延利用可能人数 9,300  人 9,270  人 9,330  人 9,330  人 9,330  人

利用率 66.2 ％ 79.4 ％ 73.3 ％ 69.8 ％ 70 ％

一日平均利用人数 19.9 人 23.8 人 22 人 20.9 人 21.0 人

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 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 令和３年度

２．収支状況

【枚方市立特別養護老人ホーム】

歳入 単位：円

項目

指定管理料

利用収入

その他

小計　a

別掲として市への収入として 単位：円

使用料

歳出 単位：円

項目

人件費

委託費

光熱水費

　内訳　　電気

ガス

水道

修繕費

備品購入費

その他

小計  b

合計  a-b

【枚方市立デイサービスセンター】

歳入 単位：円

項目

指定管理料

利用収入

その他

小計　a

別掲として市への収入として

使用料

歳出

項目

人件費

委託費

光熱水費

　内訳　　電気

ガス

水道

修繕費

備品購入費

その他

小計  b

合計  a-b

単位：円

2,587,833     10,513,422    77,460        -4,098,619    43,541        

10,150,447 10,781,275    12,613,349    10,679,410 14,326,383 

64,933,920 62,698,203 69,665,122 77,269,294 71,184,409 

353,462 465,436       354,350       589,580 729,220 

- - - 1,551,000 - 

1,513,773 1,664,952     1,474,998     1,244,172 1,516,728 

2,985,332 2,038,332     1,867,452     1,991,170 2,153,132 

7,378,770 6,356,917     6,035,115     5,976,481 6,493,079 

2,879,665 2,653,633     2,692,665     2,741,139 2,823,219 

42,939,237 40,557,519    46,202,626    53,788,938 44,454,342 

4,112,004 4,537,056     4,459,682     4,683,885 5,181,385 

単位：円

平成２９年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

単位：円

-             -             -             -             -             

3,293,883   2,601,144     2,779,791     3,270,693     4,278,811     

67,521,753  73,211,625  69,742,582  73,170,675  71,227,950    

-           -           - -             -             

64,227,870  70,610,481    66,962,791    69,899,982    66,949,139    

平成２９年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

単位：円

4,676,400     2,730,666     -689,903      4,967,334     -4,641,643    

39,591,536  44,039,149    52,926,399    42,660,154 55,500,448 

232,510,383 242,874,252 247,273,417 245,555,737 260,777,307 

2,011,176   1,323,985     1,466,139     1,378,699 1,747,695 

968,880     806,760       3,460,580     2,126,586 3,137,170 

3,065,975   3,378,140     2,989,500     2,519,157 3,072,109 

4,301,374   2,954,405     2,723,411     2,891,049 2,917,549 

13,119,655  11,634,886    11,080,810    10,883,880 11,988,599 

5,752,306   5,302,341     5,367,899     5,473,674 5,998,941 

158,619,792 165,856,819   159,189,517   168,116,933 167,595,526 

18,199,344  19,212,653    19,149,972    20,389,485 20,807,869 

平成２９年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

- -             -             -             - 

237,186,783 245,604,918 246,583,514 250,523,071 256,135,664 

234,653,296 242,094,236   244,866,299   247,084,717 251,001,567 

2,533,487   3,510,682     1,717,215     3,438,354     5,134,097     

平成２９年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

-           -           -           -             -           


