
■枚方市立総合福祉会館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 枚方市立総合福祉会館デイサービスセンター 

業務内容 

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（デイサービスセンター業務） 

所在地 枚方市新町 2丁目 1番 35号 

設置目的 
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 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 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 大阪市天王寺区四天王寺 1-11-18 

 

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。 

デイサービスセンターは、地域で暮らす
在宅の要介護者にとって、機能の維持向
上、認知症予防、重度な方の介護支援の要
であると言えます。地域にとってニーズが
高い分、枚方市内には約 120 を超える通所
事業所が競合している状態です。その中に
は短時間の利用や、機能訓練を中心とした
ものなど、様々なサービスを特徴とした事
業所が増えています。 

このような環境にあって、当事業所の特
徴としては、調理室や陶芸、書道などがで
きる場所や環境がそろっており、地域のボ
ランティアの方と連携を図りながら、多種
多様なサービスが提供できることであり、
今後もこれらの内容については、広報誌や
ホームページ等で地域の方へお知らせをし
ながら、介護が必要な方に対して、これら
のサービスを通じて、機能の維持向上、認
知症予防を図っていきます。 

また、障がい者の方の基準該当生活介護

 令和 3 年度も引き続き、新型コロナウ
イルスの感染症の緊急事態宣言やまん延
防止等措置などが発令される中の事業活
動となりました。 
 レクリエーションについては、利用者
同士や職員との距離を置いたものなどの
工夫をせざるを得ない状況でした。 
 そんな中、ご利用者のニーズの把握の
為に、地域の居宅介護支援事業所にデイ
サービスに求めるものを知るためにアン
ケート調査を実施しています。 
 その結果、個別機能訓練や入浴は一人
で入る個浴槽を求めている声が多い結果
となりました。 
 この結果を受けて、個別機能訓練を実
施できる体制を整えて９月より実施して
います。又、女子シャワー室という場所
に個浴槽を据え置き、一人でも入ること
ができる環境を整えています。 
 また、全体で行うレクリエーションや
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地域の居宅介護支援事業所に求め
られているデイサービス機能に関す
るアンケート調査を実施し、個別機
能訓練や個浴槽のニーズが高いとい
う実態把握をしたうえで、個別機能
訓練加算を算定するための体制整備
や個浴槽スペース確保といった環境
整備を行っていただいた。 
また、書道、陶芸、料理、茶道ク

ラブについても長く活動できない時
期があったが、「クラフト倶楽部」
では、毎月１回テーマを決めて創作
するなど、活発に活動している。 

 

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 

サービスとしてのニーズも高く、年々ご利
用される方が増えています。障がいをお持
ちの方や脊椎損傷等の重介護の方も、看護
師と介護スタッフが連携をしながら、受け
入れを今後も進めていきます。 

行事の他に、ご利用者一人ひとりの声を
スタッフが聞き取りカード式に意見収集
を行いました。 
 個別に求められた梅シロップづくりや
乃が美の食パンを加えたパンバイキン
グ、ドリンクメニューの提案の受け入れ
などを行っています。  
小グループ活動としての各種クラブ活

動（陶芸、書道、料理、茶道）について
は、会館自体の調理室や作業室の使用制
限、ボランティアの受け入れの中止など
から実施できない期間が長くありまし
た。手芸好きのご利用者の為の少人数で
の活動である「クラフト倶楽部」につい
ては、毎月継続をし、フラワーアレンジ
メント、UV レジンなど流行を取り入れた
ものを実施できました。 
又、障がい者の方の生活介護サービスの
ニーズもあり、看護スタッフと連携をし
て、重度の方の受入れを行い、両下肢麻
痺のご利用者や脊椎損傷のご利用者の入
浴や移乗介助方法などをスタッフ同士で
検討しあいながらご利用をしていただい
ています。今年度はスライダーを購入
し、その介助方法も取り入れています。 

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。 

毎年、事業計画を作成する際に、これま
での稼働状況を踏まえ、当年度の稼働目標
を設定しています。 
稼働目標と介護報酬等の単価より、単年

ごとの事業収入を算出しています。また、
人件費や事業費、事務費等の予算を作成
し、事業収入と対比しながら収支を確認し
て運営計画を制定しています。 

事業計画に月別に稼働目標を設定し、
介護報酬等の単価より、単年度ごとの事
業収入を作成し、人件費や事業費、事務
費などの予算を計上しています。 
毎月の経営状況の確認を行なっていま

す。 
 しかしながら、昨年度の 2 月頃より入
院や退所される方が多くおられ、年度初
めの 4 月から大きく稼働が低下していま
す。 
 そのため、3 か月ごとの補正予算を行
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月別に稼働目標を設定した上で、
単年度ごとの事業収入を算出し、人
件費や事業費、事務費などの予算を
計上した事業計画を作成している。 

また、四半期で補正計画を作成
し、見直しを行っている。 
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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 

いながら事業運営を行いました。 
 利用者数の減少に伴い、変動費支出を
抑え、有期契約スタッフの出勤について
も個人個人と話しをした上で、出勤日数
の調整もさせていただきました。 
 新規のご利用者を獲得する為に、㈱ラ
クスルに地域限定で体験利用のちらしも
配布しましたが、数名問い合わせがあっ
たのみで、利用には繋がりませんでし
た。 
 2 月には、新型コロナウイルス感染症
に罹患された利用者やスタッフもおり、3

日間の休業を行いました。 
 事業を再開しても、利用控えはしばら
く続きました。 
 これらの結果、令和 3 年度は 927 万円
の赤字決算となりました。 
 

 

 

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。 

介護が必要な方に適切に当事業所の情報
が届くように居宅介護支援事業所と連携を
図ります。具体的には、パンフレットや毎
月の広報誌を配布していきます。 

また、利用されているご利用者の当事業
所内での様子や血圧や体重などの情報もお
渡しし、モニタリングに役立てていただき
ます。 

ご利用を検討されている方に、体験利用
を通じて、さらに当事業所のサービスをご
理解いただき、安心してご利用いただける
ように丁寧に対応を行います。 

取引のある居宅介護支援事業所や現在
取引がない事業所についても、毎月広報
誌を作成し、当事業所の情報提供を行っ
ています。 
 令和 3 年度については、情報提供先で
ある居宅介護支援事業所は、できるだけ
外部の方との直接面会を控えるようにさ
れており、ほぼ郵送や電話のみの案内と
なってしまいました。 
 ご利用を検討されている方について
は、体験利用を勧め、体験することで
サービスの理解をしていただいた後に、
利用に繋げています。令和 3 年度は 14 名
の体験利用があり、10 名の新規の方の利
用となっています。 
ご利用の方については、毎月居宅介護

支援員に当事業所での様子をよりわかり
やすく記載し、血圧や体重などの情報を
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利用者の有無にかかわらず、居宅
介護支援事業所に毎月広報誌を配布
し、施設の情報提供を行っている。 

 施設利用を検討している方に利用
の体験をしてもらい、サービス内容
を知ってもらうことで、初回利用時
の不安を解消するよう努め、コロナ
禍で活動に制限がありながらも、14
名の方に体験を利用してもらい、10
名の新規利用につながった。 
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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 

添えて実績表と共にお渡ししています。 
ケアプランや通所計画に基づいてのモ

ニタリングとして活用していただき、連
携を図っています。 
 

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。 

枚方市デイサービスセンター条例に基づ
く指定管理業務の実施にあたり、介護保険
法、障がい者総合支援法、老人福祉法、消
防法、労働安全衛生法等の関係法令及び枚
方市条例・規則を遵守していきます。緊急
時対応、苦情対応、個人情報、監督官公所
への届出書類については、関係法令に基づ
き対応していきます。法令遵守研修につい
ては、年１回実施していきます。 

介護保険法、障がい総合支援法、老人福
祉法、消防法、労働安全衛生法等の関係
法令、及び枚方市条例・規則を遵守して
います。 
 法令遵守研修は、年度初めの 4 月に研
修を行っています。 
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介護保険法等の法令を遵守し、施
設を運営している。 
また、年１回、法令遵守研修を

行っている。 
３ 

利用者に対する接
遇対応向上につい
て具体的に提案さ
れているか。 

設定している「接遇マニュアル」に基づ
き、新採用スタッフの研修を行います。 

また、サービス標準書に記載している
「言葉がけ」に基づき、接遇の指導を継続
します。 

また、当法人の職員心得に記載している
「和顔愛語」（いつでもどこでも誰にでも
なごやかな顔とやさしい言葉で接するこ
と）を遵守し、ご利用者だけでなくスタッ
フ同士、来所されるすべての方に丁寧に対
応を行います。 

また、ご利用者の満足度調査に「職員の
対応」の項目を設け、その結果を基に見直
しや改善を行います。 

「接遇マニュアル」に基づき、指導を
行っています。 
 接遇面でのご利用者の満足度調査の
（スタッフの対応や態度について）項目
では、充分満足が 50％、満足が 37％、普
通が 10％の結果でした。 
「やや不満」「不満」の回答はなく、高
い満足度の評価をいただいています。 
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「接遇マニュアル」を用いて新採
用スタッフの指導を実施している。 
接遇面での利用者満足度調査（ア

ンケート）を実施して利用者の意見
を聴取し、利用者が安心して過ごせ
る環境づくりに努めている。 

 
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
ブルへの対応方法
等について提案さ
れているか。 

ご利用者や地域からの苦情については、
苦情解決マニュアルに基づいて、責任者、
担当者を設け、迅速に対応し解決できるよ
うに定めています。当事業所で対応が困難
な場合は、当法人の第３者委員会に苦情解
決処理を依頼し、速やかに対応できるよう
にしています。当法人の各事業所からの苦
情の情報は、苦情解決委員会にて一元的に
集約と分析をし、その結果を各事業所に

ご利用者からの苦情については、苦情受
付担当者を事業所内に掲示しています。 
 また苦情があった場合は、法人全体で
集約するとともにデータ化し、各事業所
へ情報公開し、情報の共有化を図ってい
ます。 
 令和 3 年度は、大きな事故などはあり
ませんでした。 
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苦情受付の担当者名を事業所内に
掲示し、利用者からの意見を受け付
けている。 
また、利用者からの苦情を一事業

所の問題ととらえず、法人全体で把
握し、接遇等の向上に取り組んでい
る。 
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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 

フィードバックすることで、情報の共有化
を図り、問題の解決及び予防に努めていき
ます。 

ご利用者同士のトラブルについては、双
方のご利用者の意見を丁寧にお聞きし、必
要であれば座席や利用の曜日変更などの対
応を行います。 

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。 

ご利用者に事故が発生した場合、その要
因を介護者、本人、環境等に分けて分析
し、同じ事故を起こさないように対策を検
討し、職員に周知徹底をしていきます。 
また、リスクマネジメント委員会の会議

を定期的に実施し、前月と当月の事故や
「ヒヤリハット」の内容を月ごとに前年度
とも比較しながら分析を行います。その中
で季節ごとのリスク予測を行い予防対策を
実施しています。 

万が一の事故やご利用者の物品の損傷の
際には、加入している施設賠償責任保険に
て、リスクに備えています。 

ひやりハッと報告書を作成し、対策を
講じ、概ね 1 か月後に見直しを行うシス
テムとしています。 
 1 カ月ごとに集計を行い、昨年度と件
数や内容の比較を行うとともに、次月に
起こり得る事故を昨年度データから参考
にして、事故の予見を行っています。そ
の中で、ご利用者に熱中症対策や食中毒
予防についても、ご利用者に注意喚起
し、在宅でも健康に過ごしていただくよ
う配慮をしています。 
令和 3 年度については、大きな事故は

ありませんでした。 
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ひやりハット報告書を作成し、前
年度同月のヒヤリハット報告と当月
データを対比し、リスク予防、リス
ク予測に努めている。 

また、報告に対して、どうすれば
事故が防げるかを主眼に対策を考
え、実施している。 

さらに、その対策を実施１か月後
に再度確認することで、再発防止に
取り組んでいる。 

 

３ 

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。 

年に１回、自己点検表に基づくサービス
内容の確認を行います。送迎、入浴、接
遇、その他について、ご利用者の満足度調
査を実施し、ニーズの把握及び、改善に努
めていきます。 

また、嗜好調査を実施し、その結果を基
に、食事における改善や新たな企画を実施
していきます。 

利用者ニーズを把握するために利用者満
足度調査をアンケート形式で実施してい
ます。 
 枚方市より示された基本項目に加え、
独自に「レクリエーションについて」、
「デイサービスに通うようになり身体や
気持ちの変化について」の項目を追加し
て実施しています。 
 どの項目も満足度は高い状況でした。 
食事の項目では、好きな献立や今後食べ
たい食事もお聞きし、献立表に反映して
います。 
パンバイキングも行ってほしい希望が

あり、昨年度はコロナ禍で控えていまし
たが、今年度は 1 回実施しています。 
レクリエーションは、色々なものを楽し
んで参加できている等のコメントがあり
ました。又、身体や気持ちの変化につい
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枚方市が示す基本項目のほかに、
独自に項目を追加して利用者満足度
調査（アンケート）を実施し、その
結果の分析を行っている。 
追加項目には、レクリエーション

についての項目、事業所に通うこと
による身体や気持ちの変化について
の項目を設け、そして、食事を楽し
めるように、好きな献立や食べたい
食事を聞いて、提供するサービスの
向上に積極的に取り組んでいこうと
する姿勢が見受けられる。 
パンバイキングについて、昨年度

はコロナ禍のため実施を控えていた
が、今年度は 1 度実施し利用者の希
望に添うよう努めている。 
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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 

ては、身体が軽くなった。笑顔が増えた
などのコメントがあり、利用者の心身の
活性化に繋がっていることを再認識して
います。 

【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。 

施設の管理については、枚方市デイサー
ビス条例を遵守し、関係法令に基づき管理
を行います。指定管理の管理運営方針であ
る「ご利用者が可能な限りその居宅におい
て、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるよう、必要な日常生
活上の世話及び機能訓練を行うことによ
り、社会的孤立感の解消及び心身の機能の
維持並びに利用者のご家族の身体的及び精
神的負担の軽減を図る」ことを前提に、ご
利用者の能力を評価し、その有する能力を
できる限り維持、向上できるようにレクリ
エーションなどを通じて機能訓練を実施し
ます。 
また、ご利用者同士の会話なども大切に

し、社会生活の一部を担えるように支援し
ていきます。 
ご家族の介護負担軽減の一環で、介護教

室の開催を行います。 

枚方市デイサービス条例を遵守し、関
係法令に基づき管理を行っています。 
ご利用者の能力評価については、体調

や脚力、筋力の状況を踏まえながら、で
きる限り身体機能の低下を起こさないよ
うに運動プログラムや個別の機能訓練を
行っています。 
ご家族様からの自宅での介助の相談な

どを受けながらご家族様の介護負担の軽
減をはかっています。 
ご家族様向けの介護教室については、

令和 3 年度もコロナ禍でできませんでし
たが、感染対策の為の当事業所の取組や
対策、ご利用者やご家族へのお願いなど
を毎月発行の広報誌及び、文章でお渡し
しています。 

3 

枚方市デイサービス条例を遵守
し、関係法令等に基づき適切に管理
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

建設設備全般については、ラポールひら
かた全体の建物・設備の保守点検を会館全
体で実施していきます。また、必要な備品
等については、営繕担当を中心として設備
の不具合の発見、修繕等の対応を速やかに
行い、ご利用者の安全保護、快適な環境の

 建築設備については、総合施設の為、
枚方市総合福祉会館管理者と契約上の支
出按分を行い、実施しています。 
 毎月 1 回、会館管理者、設備業者等と
の情報交換の会議を実施し、情報共有を
しています。 

3 

複合施設内にあるため、定期的に
枚方市立総合福祉会館指定管理者や
設備業者と会議を実施し、情報共有
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 

か。 確保を行います。 

文書の適切な管
理・保存の提案が
なされているか。 

 記録文書については、各種法令に基づき
それぞれに定められた保管期限を遵守する
とともに、個人情報の観点より、鍵のかか
る書庫にて保管します。 

また、当該年度の日誌やケース記録、通
所介護計画等についても、事務所内で鍵の
かかる書棚にて管理します。 

記録文章については、各種法令に基づ
き保管しています。 
また、当該年度のケース記録や、通所

計画などの個人情報の書類は鍵のかかる
書棚で保管しています。 

3 

通所計画などの個人情報が記載さ
れた書類を鍵のかかる書棚で保管す
るなど、記録文書については、適切
に保管している。 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。 

廃棄物の処理については、ラポールひら
かたの管理者と連携し、一部外部委託業者
を活用する等、廃棄物の処理を含む衛生管
理の徹底を行います。 
おむつやタオル類、医薬品、医療機器は

特定の場所に保管し、他に汚染されないよ
う衛生管理に努めます。 

廃棄物については、会館の指定管理者と
連携をし、一部外部の委託業者を活用す
るなど、廃棄物の処理を含む衛生管理の
徹底を行っています。 
 オムツやタオル類など、使用済みのも
のの場所を設定し、清潔・不潔の区分を
明確にして保管しています 

3 

廃棄物の処理については、総合福
祉会館指定管理者と連携し、一部外
部委託業者を活用するほか、清潔・
不潔の区別も含め、徹底して実行し
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。 

枚方市の備品に関しては、備品管理台帳
に品名、数量、配置場所を明記し、変更が
あった場合は適宜修正をします。法人所有
の備品は備品台帳で管理し、所有の責任所
在を明確にしていきます。 

備品に関しては、管理台帳を用いて管理
をしています。枚方市の備品について
は、シールを貼り台帳と変更がないかを
確認しています。 
 
 
 

3 

備品台帳を用いて法人所有の備品
が適切に管理されている。 
枚方市の備品についても備品台帳

を基に毎年確認し、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。 

営業時間後の施設内の消灯や、職員が使
用する部屋のエアコン温度を２８度程度に
設定します。また、使用済みのプリンタの
インクの回収箱を設置し、会館全体でリサ
イクルに取り組めるようにします。 

 

営業時間後の施設内の消灯や、職員が使
用する部屋のエアコン温度は 28 度程度に
設定しています。 
 ご利用者が使用する部屋については、
体調管理を行いながら、ご利用者に適切
な温度になるように配慮をしています。 
 

3 

高齢者等が利用する施設のため、
体調管理を行う必要もあり、省エネ
ルギーの取り組みは難しい面もある
が、デイサービスの営業時間後や利
用者に影響のない部屋については、
冷房を 28 度以上に設定するなど、省
エネ対策を心がけている。 

３ 

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。 

業務仕様書に基づき、統括責任者及び副
統括責任者を配置します。 

また、看護業務については、看護師、准
看護師の資格、機能訓練指導員について
は、看護師及び療法士の資格、各種加算に
基づき配置している介護福祉士の資格や認
知症実践者研修の修了証等については、随
時枚方市へ提出をします。 

施設長を責任者とし施設管理者を配置

しています。 

看護業務や機能訓練指導員の資格、各種

加算に基づき配置している介護福祉士の

資格や認知症実践者研修の修了証等につ

いて確認、資格証のコピーを管理してい

ます。新規採用はハローワークに求人を

3 

「枚方市指定居宅サービス事業者
の指定並びに指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び運営に関する
基準を定める条例」を遵守してい
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 

 新規採用については、ハローワーク等を
通じて可能な限り枚方市民の採用ができる
よう努力します。 

出して、令和 3 年度は新規の採用はあり

ませんでした。 

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。） 

 当法人の平成 29 年６月現在の障がい者
雇用率は 2.18％であり、法定雇用率 2.0％
をクリアしています。今後も継続して障が
いを持たれた方の特性を理解し、雇用促進
を進めていきます。 

現在の国が定める法定雇用率の基準は
2.3％以上に引き上げられています。 
当法人は令和 3 年 6 月 1 日の障がい者雇
用率は 2.08％でしたが、令和 4 年 2 月 1
日現在は、2.49％と法定雇用率はクリア
しています。 
当デイサービスセンターでも 1 名雇用を
継続しています。 

3 

平成 30 年４月 1 日より障害者法定
雇用率が引き上げられたが、令和４
年２月に目標の法定雇用率を達成と
なっている。 

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。 

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」を設置しています。 

「公正採用選考人権啓発推進員」を 1 名
設置しています。 
人権研修も実施し、大阪府に計画書と報
告書も提出をしています。 

3 

公正採用選考人権啓発推進員を配
置し、大阪府への研修実施計画書や
実施報告書の届け出も実施してい
る。 

３ 

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。 

 従業員に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、身体拘束防止等
の内容も含めた人権研修を年１回以上実施
し、大阪府に計画書、報告書の提出を行い
ます。 

 4 月に身体拘束防止の為の研修、1 月に
「人権に配慮した公正な採用選考につい
て」をテーマにした研修を行いました。
人権研修については、大阪府に計画書、
報告書の提出をしています。 

3 

年２回の研修を行うことで職員全
員の人権意識向上に努めている。大
阪府への研修実施計画書や実施報告
書の届け出も実施している。 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

セクシャルハラスメント・パワーハラス
メント防止規程を設け、職場環境の維持改
善に努めます。セクハラ・パワハラ被害相
談窓口を設け、施設外の当法人の職員にも
相談できるよう啓発ポスターを掲示しま
す。また公益通報者保護法に基づき、法令
違反に関する相談、通報に関して不利益が

 セクシャルハラスメント・パワーハラ
スメント防止規定を設け、施設外の当法
人の職員にも相談できる啓発ポスターを
掲示しています。 
また、4 月にハラスメント防止の研修を

実施しています。 

3 

セクシャルハラスメント・パワー
ハラスメント防止規程を設けるとと
もに、ハラスメント防止研修を実施
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 

いるか。 ないよう適切に定め、ハラスメント等の早
期発見、改善に努めていきます。 

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。 

高齢者及び障がい者の虐待防止について
は、外部研修を受講したスタッフが施設内
での研修を年１回実施するとともに、ご利
用者の在宅生活の中での虐待の発見や、通
報義務に基づいて対応をします。 

虐待防止については、身体拘束防止の
研修に含めて実施しています。 
また、虐待の発見や、通報義務につい

ても周知しています。 
3 

身体拘束防止の研修に含めて高齢
者虐待の防止研修を実施している。 

 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
いるか。 

枚方市情報公開条例に基づき、利用者に
公開すべき情報については、運営規程、重
要事項説明書、個人情報保護方針等に記載
し、利用者との契約時に職員から説明を行
い、事業所内にも掲示します。また、利用
者から情報の開示請求があった場合、自己
に関する情報の開示を行い、個人の権利、
利益の保護を図っていきます。 

利用者に公開すべき情報については、
運営規程、重要事項説明書、個人情報保
護方針等に記載し、利用者との契約時に
職員から説明を行い、事業所内にも掲示
します。また、利用者から情報の開示請
求があった場合、自己に関する情報の開
示を行い、個人の権利、利益の保護を
図っています。 
情報開示の際の様式を作成しています
が、令和 3 年度はご利用者やご家族から
の情報開示の請求はありませんでした 

3 

利用者に公開すべき情報について

は、運営規程、重要事項説明書、個

人情報保護方針等に記載し、利用者

との契約時に職員から説明を行い、

事業所内にも掲示している。 
３ 

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は「枚方
市個人情報保護条例」を厳守し、事業所内
で個人情報保護の研修、マニュアルの整備
を行っていきます。 

個人情報の開示や保護に関しては「枚
方市個人情報保護条例」を厳守し、事業
所内で個人情報保護のマニュアルを作成
しています。個人情報の開示を行う際
は、同意を得るなど適正に運営をしてい
ます。 
 

3 

個人情報の開示や保護に関して
は、「枚方市個人情報保護条例」を
厳守し、事業所内で個人情報保護の
マニュアルを作成して対応してい
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
か。 

緊急時の対応については、緊急時マニュ
アルを作成し、年に１回心肺蘇生法等の研
修も含めて実施します。また、消防法第８
条第１項の規定を厳守し「ラポールひらか
た消防計画」に沿った自衛消防組織による
消防訓練を年２回、ラポールひらかたの会
計管理者と合同で行い、火災予防に努めて
いきます。夜間の警備、防犯体制について
は、会館指定管理者との按分により「東洋
テック株式会社」との間に夜間機械警備の

緊急時マニュアルを作成し、心肺蘇生
法の研修を実施しています。 
コロナ禍にあり、ビデオを鑑賞しなが

らの講義形式となりました。 
自衛消防組織による消防訓練は年 2 回会
館管理者と合同で実施し、火災予防に努
めています。 
夜間警備、防犯については、会館管理者
と按分契約し、体制継続をしています。 

3 

火災発生時等の緊急事態に対し、
利用者の安全を確保するため会館職
員の協力を得ながら避難訓練をする
など、不測の事態に対応できるよう
訓練を行っている。 
自衛消防組織の編制、法定の消防

訓練の実施、夜間警備体制の構築等
適正に実施している。 
また、水害もふまえたマニュアル

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 

契約を締結し、夜間警備体制を維持継続し
ていきます。 
さらに食中毒及び感染症まん延の防止の

為の指針、マニュアルを設定し、職員に周
知していきます。 

 食中毒、感染症まん延の防止の為の指
針、マニュアルを設置しています。 
令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症
についての情報や感染対策の周知指導を
日々の業務で実施しています。 
 

作成についても意欲的に取り組んで
いる。 
一年を通して注意が必要な食中

毒・感染対策については施設内研修
を取り入れ、職員に周知している。 
令和 2 年度は新型コロナウイルス

感染対策の周知指導を日々実施され
ている。 

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。 

防災に係る緊急の連絡体制について、夜
間の警備体制も含め「枚方市立総合福祉会
館緊急連絡網」に夜間警備委託業者等の外
部組織も含めて作成します。また、緊急性
の高い事案が生じれば、行政、保健所や医
療機関等への情報提供に努めます。 

当事業所については連絡網を作成し、ま
た緊急時に必要に応じて当法人からのバッ
クアップ体制がとれるように情報共有を行
います。 

防災に係る緊急の連絡体制について、
夜間の警備体制も含め「枚方市立総合福
祉会館緊急連絡網」に外部組織も含めて
作成しています。 
また、緊急性の高い事案が生じれば、

行政、保健所や医療機関等への情報提供
に努めています。令和 3 年度は利用者が
新型コロナウイルス感染症に罹患した際
に、保健所や長寿・介護保険課と連携を
して対応を行いました。 
当事業所については連絡網を作成し、

また緊急時に必要に応じて当法人からの
バックアップ体制がとれるように情報共
有を行います。 
 

3 

緊急時の連絡体制として、「枚方
市立総合福祉会館緊急連絡網」を作
成している。 
事業所についても連絡網を作成

し、緊急時に必要に応じて法人から
のバックアップ体制がとれるように
情報共有を行っている。 

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
れ、かつ考え方に
対応した分担内容
となっているか。 

当法人の高齢事業部に所属し、各施設の
人員や財務上のリスク等の情報共有を行う
とともに、法人全体での共有化ができてい
ます。枚方市とは事務運営上のリスク、財
務リスク等の負担区分を明確にし、両者に
おけるリスク分散を図り、提供サービスに
影響が出ないように図っていきます。 

当法人の高齢事業部に所属し、各施設の
人員や財務上のリスク等の情報共有を行
うとともに、法人全体での共有化をして
います。 
枚方市とは事務運営上のリスク、財務

リスク等の負担区分を明確にし、両者に
おけるリスク分散を図り、提供サービス
に影響が出ないように図っています。 
令和 3 年度は、リフト浴について、入

れ替えを枚方市により実施していただき
ました。 
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リスク分担については、「枚方市
立総合福祉会館デイサービスセン
ター管理運営業務基本仕様書」に記
載のとおり適正に運営している。 
 

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 

 

【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。 

毎年、事業計画作成にあたり、全スタッ
フからの意見を収集するとともに、介護保
険制度の改正や地域のニーズ、当事業所の
環境などを考慮し、スタッフ全体で取組み
ができるよう組織化と計画を行っていま
す。 

レクリエーションについては、料理、書
道、陶芸、茶道のクラブに加え、個別にク
ラフトがお好きな方を対象として「クラフ
ト倶楽部」や、カラオケがお好きな方に別
の場所で実施できるよう「歌ハウス」を設
定しています。歌ハウスについては、単に
歌を歌うことを楽しんでいただくのみなら
ず、発声することで心肺機能を維持、向上
できる活動としてとらえています。 

機能訓練については、転倒防止を最優先
課題としてとらえて実施し、その評価につ
いても定期的に測定を行い、ご自身へのや
りがいに結び付けられるようにしていま
す。 

事業計画を作成する際に、スタッフか
らの意見、介護保険制度の改正目的や地
域のニーズ、当事業所の環境などを考慮
し、組織化と計画を作成しています。 
レクリエーションについては、各種ク

ラブに加え、手先を使ったクラフトがお
好きな方を対象にした「クラフト倶楽
部」を継続しています。 
カラオケがお好きな方を対象に別の場

所で実施できるよう「歌ハウス」につい
ては、新型コロナウイルス感染症の為、
実施をしませんでした。 
機能訓練については、転倒防止を最優

先課題として、棒体操など飽きの来ない
ように様々な角度から参加できるように
しています。 
又、より個別に機能訓練ができる体制

を整え、3 か月評価し見直しする体制をつ
くり実施しています。 
 また、季節的行事として、七夕、夏祭
り、敬老、ハロウィン、クリスマス、バ
レンタインなどの行事も計画を行い、普
段と異なるレクリエーションや食事サー
ビスを提供しています。 
 上記以外により個別ニーズに沿った活動
を行う為、利用者の声をスタッフが聴き
とり提案するシステムを導入していま
す。利用者が行いたいこと、やってみた
いことを実施することで意欲の向上につ
ながるようにしました。 
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レクリエーションについては、各
種クラブ活動に加え、クラフトが好
きな利用者を対象にした「クラフト
倶楽部」を継続している。感染状況
によりカラオケや各種クラブについ
て新型コロナウイルス感染症の防止
のため、中止の対策を講じている。 

それぞれの利用者の特性や興味に
合わせて、小集団でできる活動を設
定することで、より個別性の高いケ
アや機能訓練に繋がっている。 
 機能訓練については、転倒防止を
最優先課題として、転倒防止体操や
棒体操を引き続き行っている。 
 また、定期的に評価し見直しする
体制を整え、利用者自身のやりがい
に結び付けられるようにしている。 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。 

これまで年に４回の発行であった広報誌
を、平成２９年度より毎月発行できるよう
に変更しました。これを平成３０年度以降
も継続し、ご利用者はもとより、近隣の居
宅介護支援事業所への配布や、ホールへの
展示などを行い、地域に方にも当事業所の
活動をいただけるようにしていきます。 

広報誌については、毎月月末に次月の予
定や前月までの取組み、その他お知らせ
や感染症予防などの注意喚起を記載して
発行し、ご利用者及び、居宅介護支援事
業所や関係機関に配付しています。 
また、事業所入り口にも掲示し、一般の
方にも見ていただけるようにしていま
す。 
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毎月、広報誌を発行し、利用者及
び居宅介護支援事業所や関係機関に
配付するなどしている。 

３ 

  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 3.1 

 
 
 
 
 
 

一次評価者（指定管理者）所見 

今年度は、全国的に昨年度より新型コロナウイルスの感染数が多くなり、より身近に感じられるようになったことによる利用
控えや、実際にデイサービス利用者やスタッフの感染もあり休業をすることにもなりました。例年利用者が入所施設に入られた
り、亡くなられたりして減少しますが、その分新規の申し込みもあり事業を継続してきました。令和 3 年度は新規の申し込みが
少なく、新規で利用される方も重度な方で利用数日で他界される方もおられました。当法人のデイサービスの事業も同様の傾向
であり、コロナ禍に新しくデイサービスの利用を考えられること自体のニーズが低くなっていたと推測されます。 
その為、令和 3 年度の収支差額はマイナスとなりました。従業員については、雇用を継続ができるように休業分や稼働が低い場
合に出勤日数を減らした分は、休業手当という形で給与補償をしています。その分については、雇用調整助成金制度を用いて申
請をしています。 
このような状況の中、利用者ニーズに基づいた事業計画を掲げ、今年度は居宅介護支援事業所にアンケート形式で求められて

いるデイサービスの機能について回答をいただいています。 
「入浴の機能、環境」についてはニーズが高く、その中でも大勢で入る入浴形態でなく、個浴槽で入りたいというニーズが多い
ことが分かりました。これに対し、個浴槽を準備し当事業所の使用していなかった「女子シャワー室」を「個浴槽」のスペース
として環境整備を行いました。又、個別機能訓練のニーズが高い結果となり、これまでは算定していなかった個別機能訓練加算
のサービスができるように体制を整え、9 月より数名から実施しています。 
 また、ご利用者の行いたいことをスタッフが聞き取り、それをカード形式にして収集しています。 
「梅酒や梅シロップを作ったことがない。作りたい」という意見からその方を中心に梅シロップづくりを体験していただいた
り、「乃が美の食パンを食べたい。」「昔よく食べに行ったオムそばをもう一度食べてみたい」という意見から献立に取り入れ
て提供などをしました。今後は口に出されないようなニーズについてもスタッフが代弁し、より考えていくことを推進していこ
うと考えています。 
 

今後も地域ニーズに合わせて、より利用していただけるように、施設の情報提供や重介護の方の受入の為のスタッフの育成を
継続して行っていきます。 



  

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、適切に管理運営がなされています。また、指定通所介護事業所として、本市条例に規定
している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。 

サービスの提供については、利用者ニーズの把握のためのアンケート調査を実施することで、より利用者の希望に応じた環境
整備や体制整備に努める姿勢が見られます。 
利用者を確保するために、様々な工夫を行っていただいたが、今年度についてはコロナ禍や施設の休業といった事情により、

利用控えが続き、新規利用者の獲得も困難であったと思います。 

緊急事態宣言が発出され活動に制限がある中で、新型コロナウイルス感染症の対策を徹底して、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、更なる利用率、
満足度の向上に努め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

開所日数 307 日 305 日 308 日 308 日 305 日

延利用者数 8,577 人 8,348 人 8,154 人 7,496 人 6,698 人

延利用可能人数 15,350 人 15,250 人 15,400 人 15,400 人 15,250 人

利用率 55.9 ％ 54.7 ％ 52.9 ％ 48.7 ％ 43.9 ％

一日平均利用人数 27.9 人 27.4 人 26.5 人 24.3 人 22.0 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

２．収支状況

歳入

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

　※社協と協定を結び、費用負担按分を割り当て

単位：円

合計  a-b

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

0 0 0 0 0

84,425,557 80,446,221 78,738,078 73,347,878 63,777,014

2,024,800 2,018,910 1,904,542 1,692,503 1,613,556

86,450,357 82,465,131 80,642,620 75,040,381 65,390,570

単位：円

0 0 0 0 0

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

60,450,920 60,103,813 54,746,881 53,871,410 54,502,276

2,579,364 3,092,829 2,989,267 3,273,577 3,912,157

4,133,962 4,303,540 4,190,809 3,097,119 3,454,375

2,386,868 1,271,375 2,270,248 1,891,232 2,218,094

391,565 1,015,563 420,305 338,559 336,321

1,355,529 2,016,602 1,500,256 867,328 899,960

193,453 74,646 12,900 53,858 27,680

39,172 155,023 103,781 249,961 60,126

18,083,607 14,706,153 14,355,186 14,418,575 12,710,312

85,480,478 82,436,004 76,398,824 74,964,500 74,666,926

969,879 29,127 4,243,796 75,881 -9,276,356 


