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審

議

内

容

（開会 午後５時 30 分）
【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選定委員会】
（会長） それでは、ただいまから、第２回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選定委員会を開会します。
まず、事務局から、委員の出席状況と本日の進め方等について、説明をお願いします。
（事務局） 本日の出席委員は５名で、委員全員のご出席をいただいております。よって、
本日の会議として成立していることをご報告させていただきます。
次に、資料の確認をさせていただきます。
本日の委員会の次第を記した次第書と、資料12として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の質疑回答表、資料13として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申請団体一覧表、資料14として第３回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選定委員会プレゼンテーションについて、ま
た、A4判ファイルに綴じた指定申請書一式の写しが、今回、申請団体が１団体でございます
ので、１冊ございます。
あわせて、プレゼンテーションの際にご活用いただけるよう、参考資料１として、A3判の
資料ですが、申請団体の提案内容の概略等を記した採点メモ、参考資料２として、前回お配
りしたものと同じ資料ですが、資料６ 指定管理者選定基準に係る補足説明資料を配付して
おります。また、別添の資料としまして、指定管理者選定委員会開催日程を配付しておりま
す。資料の不足等はございませんでしょうか。
（会長） それでは、案件に移ります。
案件（1）応募団体に対するプレゼンテーションの実施について
（会長） 案件（1）応募団体に対するプレゼンテーションの実施についてを議題とします。
事務局から、まず、指定候補者の公募に際して実施された現地説明会や質疑応答、また、
申請団体と基礎審査の状況について、説明をお願いします。
（事務局） それでは、現地説明会の開催状況並びに質疑の内容についてご報告させていた
だきます。
まず、現地説明会の開催状況ですが、７月25日の午前10時30分から開催いたしました。参
加状況についてでございますが、１団体２名の参加がございました。
次に、質疑の内容についてご報告させていただきます。
お手元の資料12 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の質疑回
答表をご覧いただけますでしょうか。
７月26日から31日までの質疑期間中に提出された質疑を取りまとめた資料になります。
質疑は２件ございまして、１件目でございますが、「履歴に必要な事項（経歴）はどのよ
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うなことをさしますか」との質問があり、これに対し「決まった形式はありませんが、一般
的に履歴書に書かれているような内容（氏名、生年月日、住所、連絡先、最終学歴、職歴等）
の記載をお願いします」と回答しております。
次に、２件目になりますが、「法人が作成する計画書等については、両面コピーを使用し
てよろしいか。また、提出資料全てに付箋をつけてよろしいか。
」との質問があり、
「両面コ
ピーを使用して差し支えありません。また、付箋（インデックスシール）についても資料が
見やすいように貼っていただいて結構です」と回答しております。
以上、質疑回答に関するご報告とさせていただきます。
次に、申請団体及び基礎審査の状況でございますが、これにつきましては資料13をご覧く
ださい。申請書の受付期間を８月２日水曜日から９月１日金曜日16時までといたしましたと
ころ、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会１団体から申請がございました。
当該団体につきましては、本市が求めた提出書類はすべて用意されており、申請書類一式
を受理いたしました。
基礎審査につきましては、必要書類が提出されているか、必要事項が記載されているか等
の点検を行い、不備がないことを確認いたしました。
現地説明会、質疑回答、申請団体及び基礎審査の状況に係るご説明につきましては、以上
でございます。よろしくお願いいたします。
（会長） ただいまの説明について、委員の皆さんからご質問、ご意見等はございませんか。
（質問、意見等なし）
（会長） よろしいですか。それでは、申請のありました１団体について、次回の委員会で
プレゼンテーションを行っていただくこととしたいと思いますが、ご異議ないでしょう
か。
（
「異議なし」の声あり）
案件（2）プレゼンテーションの実施方法について
（会長） それでは、次に移ります。
案件（2）プレゼンテーションの実施方法についてを議題とします。
事務局から、説明をお願いします。
（事務局） それでは、ご説明いたします。
資料14 第３回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
選定委員会プレゼンテーションについてをご覧ください。
まず、日時でございますが、10月２日月曜日、午後５時から、場所は枚方市役所別館４階、
特別会議室でございます。
次に、プレゼンテーションの全体スケジュールでございますが、まず、プレゼンテーショ
ンに入ります前に、採点方法についてご確認いただいた後、評価の観点や考え方等、共有す
べき認識などについてご協議いただいたうえで、申請団体のプレゼンテーションに入ってい
ただいてはどうかと考えております。
プレゼンテーションの時間でございますが、１団体につき、準備の時間を除いて10分間、
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また、プレゼンテーション後に15分程度の質疑時間を見込んでおり、申請団体退室後に、事
務局への質疑等を行っていただいてはどうかと考えております。
なお、ここで、今後の日程につきまして、事務局からご相談させていただきたいことがご
ざいます。
本委員会の開催日程につきましては、各施設における申請団体が多数あった場合に備えま
して、プレゼンテーションを行う第３回の予備日としておりました10月10日を含めて全５回
とご案内させていただいておりましたが、今回につきましては、後ほどございます、くずは
北デイサービスセンター、総合福祉会館デイサービスセンターにつきましても、申請団体が
１団体ずつでございます。
つきましては、本日お配りさせていただいております別添資料、指定管理者選定委員会開
催日程をご覧ください。A4横長の資料で、一番後ろに付けさせていただいているものでござ
います。
本来、10月17日の第４回の委員会で予定しておりました採点、合議、答申について、この
際、次回の第３回選定委員会のプレゼンテーション後に行っていただいてはどうかと考えて
おります。
そうなりますと、次回、10月２日月曜日の第３回に、申請のあった３団体のプレゼンテー
ション、採点、答申を委員会ごとに行いますので、次の第３回の所要時間は、くずは北デイ
サービスセンターと総合福祉会館デイサービスセンターの委員会を合わせますと、全体で３
時間半から４時間くらいになると考えております。
従いまして、次回、10月２日月曜日の第３回の委員会で、長寿社会部所管の高齢者施設関
係の指定管理者選考は終了ということになりますが、Ｂ委員以外の先生方におかれまして
は、障害福祉室所管の障害者社会就労センターの委員会もありますので、よろしくお願いい
たします。
事務局としましては、以上のように考えておりますが、いかがでしょうか。
（会長） ありがとうございます。ただいま事務局から、今後の委員会の運営について説明
がありましたが、これは、今回の申請団体が各施設１団体ということもありまして、採点や
集計にかかる時間を考慮しても、第３回の委員会、10月２日ですが、そのときに、その次の
第４回に行う予定の内容を含めて１回で行ってしまえるのではないかという提案だと思い
ます。委員の皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。
（
「異議なし」の声あり）
（会長） ありがとうございます。そうすると、10月10日の予備日もなしということですか。
（事務局） 長寿社会部所管の高齢者関係施設の委員会につきましては、10月10日について
はなしということになるのですが、Ｂ先生以外の委員におかれましては、障害福祉室所管の
障害者社会就労センターの委員会があったと思います。
（会長） わかりました。
（事務局） よろしくお願いいたします。
（会長） 10日は、来る日が変わるということですか。
（事務局） 10日につきましては、審議会が３回終了したのち、障害福祉室からご案内させ
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ていただきますが、時間の変更等のご相談をさせていただきたいと思っております。10日に
つきましては、Ｂ先生以外の先生はお越しいただくということになります。
（会長） わかりました。
（副会長） 時間は、６時半のままでしょうか。
（事務局） 先ほど、障害者社会就労センターの委員会の中で、第３回の委員会については
10月10日の６時30分からということでご確認いただいたと思いますが、高齢者施設分の委員
会がもともと５時からと予定されておりまして、兼務されている委員のみなさまは、５時か
ら予定を空けていただいているかと思います。
ですので、障害者社会就労センターの委員会の時間につきまして、差し支えなければ、繰
上げさせていただきまして、先ほど６時30分からとご案内したところを、５時からとさせて
いただいてはどうかと考えておりますが、兼務いただいている委員のみなさま、いかがでし
ょうか。
もしよろしければ５時からということで、正式にはまたご案内を送らせていただきたいと
思うのですが。
（会長） 兼務されている方、いかがでしょうか。来る時間は一緒ということで。
（意見等なし）
（会長） では、５時からということで、繰上げで結構でございます。
（事務局） ありがとうございます。
（会長） それでは、次回の第３回の委員会で、採点を行った後、指定候補者について決定
し、合議、答申まで行うこととします。
（会長） それでは、次に移ります。
案件（3）その他
（会長） 案件（3）その他について、事務局から何かありますか。
（事務局） その他といたしまして、本日、お配りしております参考資料について、ご説明
申し上げます。
まず、参考資料１としてお配りしております採点メモ、A3判の資料でございます。
これは、団体から提出された申請書にも添付されております事業計画確認事項一覧をベー
スにした資料でございますが、この資料もご活用いただきながら、申請団体の事業計画書の
内容確認や、書面上の事前採点を行っていただくとともに、疑問点等につきましては、メモ
書きするなどご活用いただき、次回のプレゼンテーションでの申請団体に対するご質問、ご
確認に備えていただければと考えております。
なお、今回、申請団体は１団体でございますが、１団体であっても、審査、採点は行って
いただきまして、当該団体が指定管理者として適当かどうか、最終的に合議、答申いただく
こととなるものでございますので、よろしくお願いいたします。
また、申請団体の応募状況を含めまして、本委員会の審議内容につきましては、ご答申を
いただいてから公表することとなっております。誠に恐縮でございますが、ご留意いただけ
ればと存じますので、あわせまして、よろしくお願いいたします。
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次に、参考資料２としてお配りしております資料６ 指定管理者選定基準に係る補足説明
資料でございますが、これは、前回の委員会でご確認いただきました資料６選定基準につい
て補足説明させていただく資料でございます。
前回の委員会での説明と重複いたしますこともあり、資料内容のご説明につきましては、
勝手ではございますが、省略させていただきます。ご参照いただければと存じます。
説明は以上です。よろしくお願いします。
（会長） ただいまの事務局からの説明について、委員の皆さん、よろしいでしょうか。
（意見等なし）
（会長） それでは、以上で、本日の日程はすべて終了しました。
よって、第２回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
選定委員会を閉会します。どうもお疲れさまでした。
【枚方市立くずは北デイサービスセンター指定管理者選定委員会】
（会長） 引き続きまして、ただいまから、第２回枚方市立くずは北デイサービスセンター
指定管理者選定委員会を開会します。
まず、事務局から、委員の出席状況と本日の進め方等について、説明をお願いします。
（事務局） 本日の出席委員は５名で、委員全員のご出席をいただいております、よって、
会議として成立していることをご報告させていただきます。
次に、資料の確認をさせていただきます。
本日の委員会の次第を記した次第書と、資料12、資料13、参考資料１、参考資料２とな
っております。以上でございます。
（会長） それでは、案件に移ります。
案件（1）応募団体に対するプレゼンテーションの実施について
（会長） 案件（1）応募団体に対するプレゼンテーションの実施についてを議題とします。
事務局から、まず、指定候補者の公募に際して実施された現地説明会や質疑応答、また、
申請団体と基礎審査の状況について、説明をお願いします。
（事務局） それでは、現地説明会の開催状況並びに質疑の内容についてご報告させていた
だきます。
まず、現地説明会の開催状況ですが、７月25日の午後２時から開催いたしました。参加状
況についてでございますが、１団体２名の参加がございました。
次に、質疑の内容について、ご報告させていただきます。
７月26日から31日まで質疑期間がございましたが、こちらに提出された質疑についてはご
ざいませんでしたので、ご報告させていただきます。
次に、申請団体及び基礎審査の状況でございますが、これにつきましては資料12をご覧く
ださい。申請書の受付期間を８月２日水曜日から９月１日金曜日16時までといたしましたと
ころ、１団体、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会から申請がございました。
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当該団体につきましては、本市が求めた提出書類はすべて用意されており、申請書類一式
を受理いたしました。
基礎審査につきましては、必要書類が提出されているか、必要事項が記載されているか等
の点検を行い、不備がないことを確認いたしました。
現地説明会、質疑回答、申請団体及び基礎審査の状況に係る説明につきましては、以上で
ございます。よろしくお願いいたします。
（会長）

ありがとうございます。ただいまの説明に対して、委員の皆さんからご質問、

ご意見等はございますか。
さっき終わった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と同じ団体
が申請してきているということですか。
（事務局） 先ほどの市立特別養護老人ホーム・市立デイサービスセンターの申請団体と、
ただいまご説明させていただいております市立くずは北デイサービスセンターの申請団体
は、同じ団体、大阪府母子寡婦福祉連合会が申請されております。
（会長） わかりました。他に何かご質問、ご意見はありますか。
（質問、意見等なし）
（会長） よろしいですか。
それでは、申請のありました１団体について、先ほどの委員会で確認しましたとおり、次
回の委員会でプレゼンテーションを行っていただき、合議・答申まで行っていただくと、そ
れでご異議ないでしょうか。
（
「異議なし」の声あり）
（会長） ありがとうございます。それでは、次に移ります。
案件（2）プレゼンテーションの実施方法について
（会長） 案件（2）プレゼンテーションの実施方法についてを議題とします。
事務局から、説明をお願いします。
（事務局） それでは、ご説明します。
資料13 第３回枚方市立くずは北デイサービスセンター指定管理者選定委員会プレゼンテ
ーションについてをご覧ください。
まず、日時でございますが、10月２日月曜日、午後５時から、場所は、枚方市役所別館４
階、特別会議室でございます。先ほどの市立特別養護老人ホーム・市立デイサービスセンタ
ーの次に、続いて行う予定をしております。
プレゼンテーションの全体のスケジュールや進め方につきましては、先ほどご説明させて
いただきました内容と重複いたしますので、省略させていただきます。
当日は、全体で約３時間半の長丁場となりますが、よろしくお願いいたします。
（会長） ただいま、事務局からご説明がありましたが、よろしいでしょうか。
（質問、意見等なし）
（会長） それでは、次回の第３回の委員会で、プレゼンテーション、採点を行った後、指
定候補者について決定し、合議、答申まで行うことといたします。それでは、次に移ります。
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案件（3）その他
（会長） 案件（3）その他について、事務局から何かありますか。
（事務局） その他としまして、本日、お配りしております参考資料についてでございます
が、先ほどの委員会でのご説明と重複いたしますので、省略させていただきます。
（会長） ありがとうございます。
以上で、本日の日程はすべて終了しました。
よって、第２回枚方市立くずは北デイサービスセンター指定管理者選定委員会を閉会しま
す。お疲れさまでした。
【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選定委員会】
（会長） 引き続きまして、ただいまから、第２回枚方市立総合福祉会館デイサービスセン
ター指定管理者選定委員会を開会します。
まず、事務局から、委員の出席状況と本日の進め方等について、説明をお願いします。
（事務局） 本日の出席委員は５名で、委員全員のご出席をいただいております、よって、
会議として成立していることをご報告させていただきます。
次に、資料の確認をさせていただきます。
本日の委員会の次第を記した次第書と、資料12、資料13、資料14、参考資料１としてA3
判の資料、参考資料２でございます。
資料の不足等はございませんでしょうか。
（会長） それでは、案件に移ります。
案件（1）応募団体に対するプレゼンテーションの実施について
（会長） 案件（1）応募団体に対するプレゼンテーションの実施についてを議題とします。
事務局から、まず、指定候補者の公募に際して実施された現地説明会や質疑応答、また、
申請団体と基礎審査の状況について、説明をお願いします。
（事務局） それでは、現地説明会の開催状況並びに質疑の内容についてご報告させていた
だきます。
まず、現地説明会の開催状況ですが、７月26日の午後１時30分から開催いたしました。参
加状況についてでございますが、１団体２名の参加がございました。
次に、質疑の内容についてご報告させていただきます。
お手元の資料12 枚方市立総合福祉会館デイサービスセンターの質疑回答表をご覧いただ
けますでしょうか。７月26日から31日までの質疑期間中に提出された質疑を取りまとめた資
料になります。
質疑は２件ございまして、１件目でございますが、「基準該当サービスにかかる補助金の
単価について、今後見直しの予定・検討等はありますか」との質問がございまして、これに
対しまして「基準該当サービスは、介護保険事業者による障害者総合支援法に基く基準該当
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（生活介護・自立訓練）事業所として、障害福祉サービスを提供する場合に補助金を交付し、
障害者の受け入れ促進を図ることを目的としています。従いまして、同法または、介護保険
法の改正、あるいは、障害福祉サービス報酬、介護報酬の改定による影響等について注視し
てまいります」と回答しています。
次に、２件目をご覧いただけますでしょうか。
「
「基本要綱にAEDを日常的に点検するとともに、全ての従業者に操作方法を習得させるこ
と」とありますが、現在AEDについては、会館（ラポールひらかた）には備え付けがありま
すが、デイサービスセンター内にはありません。整備も含めてということですが、今後デイ
サービスセンターにAEDの設置があるのでしょうか。」との質問がございまして、「総合福祉
会館に備え付けているAEDの設置場所を従業者一人一人が把握し、サービス提供中にAEDを使
用しなければならない事案が発生した際には、適切に対処できるよう、操作方法を全ての従
業者に習得させることを求めるもので、新たにAEDをデイサービスセンターに設置するもの
ではありません。
」と回答しています。
以上、質疑回答に関するご報告とさせていただきます。
次に、申請団体及び基礎審査の状況でございますが、これにつきましては資料13をご覧く
ださい。申請書の受付期間を８月２日水曜日から９月１日金曜日16時までといたしましたと
ころ、１団体、社会福祉法人四天王寺福祉事業団から申請がございました。
当該団体につきましては、本市が求めた提出書類はすべて用意されており、申請書類一式
を受理いたしました。
基礎審査につきましては、必要書類が提出されているか、必要事項が記載されているか等
の点検を行い、不備がないことを確認いたしました。
現地説明会、質疑回答、申請団体及び基礎審査の状況に係るご説明につきましては、以上
でございます。よろしくお願いいたします。
（会長） ただいまの説明について、委員の皆さんからご質問、ご意見等はございませんで
しょうか。
（Ａ委員） 質疑回答表の１番目の基準該当サービスの補助金ですけれども、これは介護報
酬と障害の報酬両方に関わるものですが、この補助金というのは、市の裁量はあるんですか。
国からの決まった額でいくのか、それともある程度、話しながら市として額を決められるの
か。その辺を教えてほしいのですが。
（事務局） 基準該当の補助金につきましては、市独自の事業としてやっておりまして、重
身の方に対しては１回につき2,000円、その他の方に対しては1,500円という形で保障してい
るものです。独自でやっておりますので、もし見直しする場合は、市で見直しをしてまいり
ます。
（会長） 他に何かありますか。
（質問、意見等なし）
（会長） よろしいですか。それでは、申請のありました１団体について、先ほどの委員会
で確認しましたとおり、次回の委員会でプレゼンテーションを行っていただき、合議・答申
まで行っていただくこととしたいと思いますが、ご異議ないでしょうか。
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（
「異議なし」の声あり）
（会長） それでは、次に移ります。
案件（2）プレゼンテーションの実施方法について
（会長） 案件（2）プレゼンテーションの実施方法についてを議題とします。
事務局から、説明をお願いします。
（事務局） それでは、ご説明いたします。
資料14 第３回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選定委員会プレゼ
ンテーションについてをご覧ください。
まず、日時でございますが、10月２日月曜日、午後５時から、場所は枚方市役所別館４階、
特別会議室でございます。
プレゼンテーションの全体のスケジュールや進め方につきましては、先ほどご説明させて
いただきました内容と重複いたしますので、省略させていただきますが、当日は、先ほどの
市立特養・デイサービスセンター、それから市立くずは北デイサービスセンターの次に行う
予定としております。全体で、約３時間半の長丁場となりますが、どうぞよろしくお願いい
たします。
（会長） ただいま、事務局からご説明がありましたが、よろしいでしょうか。
（質問、意見等なし）
（会長） それでは、次回の第３回の委員会で、プレゼンテーション、採点を行った後、指
定候補者について決定し、合議、答申まで行うこととします。
それでは、次に移ります。
案件（3）その他
（会長） 案件（3）その他について、事務局から何かありますか。
（事務局） 最後に、事務連絡でございますが、本日お配りしております資料につきまして
は、お荷物になるかとは存じますが、お持ち帰りいただくか、私ども事務局からご自宅等へ
郵送させていただくことも可能でございます。
また、次回の委員会の際には、本日の資料が必要となりますので、ご持参いただくか、着
払伝票を用意しておりますので、事務局まで郵送いただきますようお願いいたします。
郵送をご希望の方は、のちほど職員にお申し出いただければと思います。
以上でございます。
（会長） 以上で、本日の日程はすべて終了しました。
よって、第２回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選定委員会を閉会
します。どうもお疲れさまでした。
（閉会 午後６時００分）
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