
■枚方市立くずは北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 枚方市立くずは北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 枚方市楠葉野田 3丁目 12番 3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。 

枚方市立くずは北デイサービスセンター
（以下「センター」という。）は、単独型
のデイサービスセンターで、枚方市北部の
閑静な住宅の中にあります。 
利用者以外は人の出入りが比較的少ない

施設で、施設内もゆったりとした明るい雰
囲気の中で過ごされています。また、近隣
の幼稚園児や小学生等による慰問や職場体
験など子供達との交流も活発に取り組むこ
とで、利用者も楽しみにされています。 
利用者全体では、枚方市立デイサービス

センター同様に平均介護度が年々徐々にで
すが上がってきております。地域周辺の高
齢化が進んできており、今後もこうした傾
向は続くと考えられます。 

枚方市立くずは北デイサービスセン
ター（以下「センター」という。）で
は、施設の設置目的及び運営の基本方
針に基づき、令和 3 年度の事業を進め
てきました。 
居宅介護支援専門員から相談される

内容には、急な退院により早急に利用
が必要な方や、気管切開や胃瘻よる医
療行為が必要な方など様々なケースが
あります。他施設では受け入れ困難な
ケースや重度対応が必要な方について
も、公の施設として利用者の在宅生活
の継続や家族の介護負担を軽減するた
め積極的に対応しました。受け入れに
際しては、事前面談を行い実際の利用

３ 

介護保険法令等の趣旨に基づき、利用
者が有する能力に応じ、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
援していくことを基本方針とし、個々の
利用者の状態に合わせて「通所介護計画
書」の作成、見直しを行うことで、より
きめ細かなサービス提供ができるよう努
めている。 
デイサービスでは、送迎や入浴、食事

等のサービスを提供しており、安全確保
及びプライバシー保護に努めている。 
食事については、委託業者と定期的に

協議を行い、食の嗜好の把握に努め、行
事食も含め１年を通して利用者に楽しん
でいただけるよう取り組んでいる。 

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 

センターでは、「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、下記に示した当法人の施設経
営方針を実践するため、個々の通所介護計
画書に基づき、送迎、入浴、食事、日常動
作訓練等のサービスを提供してまいりま
す。 
◇施設経営方針 
センターでは、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
るよう支援して行く事を基本方針としてい
ます。 
通所介護計画書に関しては、枚方市立デ

イサービスセンター同様に定期的に見直し
を行い、常に状態に応じたきめ細やかな
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

態に応じた介護に努めるとともに、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、給食業者に委託をして

おり、業者の栄養士・調理師とも協議をし
ながら、季節を感じることができる献立を
作成し提供してまいります。食事は生活の
中でも大きなウェイトを占める部分です。
嗜好には個人差があり大変難しいことでは
ありますが、皆様に満足していただき喜ん
でいただける食事が提供できるよう努力を
してまいります。 
機能訓練に関しては、定期的に訓練目標

の進捗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

を想定した体験利用をしていただきま
した。体験利用を通して利用者の心身
の状態が事前に確認できるので、適切
なサービス計画の提案につなげること
ができます。コロナ禍においても居宅
介護支援事業所から多数の体験利用の
相談をいただき、新規利用者を獲得す
ることができました。利用地域につい
ては、地域性からも枚方市に限らず、
八幡市、京田辺市と広範囲に利用して
いただいております。 
コロナ禍の影響により、令和 3 年度

も地域のボランティアや子供達との交
流機会がなくなってしまいました。し
かし、ボランティアの習字講師にお手
本や塗り絵見本を依頼するなどして交
流を継続し、利用者から好評を得てお
ります。 
サービスを提供するにあたっては、

個別の通所介護計画書を作成し、利用
者やご家族に内容を説明し同意をいた
だいております。定期的に利用者やご
家族に様子を伝えることで、安心して
サービスを利用出来るよう心掛けまし
た。また、高齢者は健康状態が変化し
やすいため、援助内容が常に利用者に
適したものになるように、定期的に心
身の状況等を確認し、随時見直しを
行っております。 
援助内容については、安全、安心に

デイサービスをご利用いただけるよう
に努めるのはもちろんのこと、プライ
バシー保護や利用者の嗜好などアン
ケート内容の反映に努めることで、利
用者一人一人を大切にしながら、出来
る限り細やかな個別援助を心掛けて
サービス提供を行いました。送迎では
利用が不安定な方には複数回訪問し来

介護職員の確保については、処遇改善
加算等を活用した待遇改善に取り組めて
いる。 
新型コロナウイルスについては、感染

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 

を行い、状態の応じた訓練内容に取り組ん
でまいります。 
課題としては、センターに限らずですが

介護職員の確保が年々困難になっていま
す。一般的に離職理由としては、人間関係
や低賃金があります。センターでは職員間
の連携やコミュニケーションを大切にする
とともに、職員の処遇改善につながるよう
努力を行ってまいります。 

所につなげるなど、個々に合わせた対
応を心掛けました。入浴では給湯設備
更新工事のため、入浴ができませんで
したが、身体清拭やドライシャンプー
などを行いました。食事については委
託業者と会議等で利用者の声を反映す
ることが出来ております。機能訓練に
ついては、自宅での生活を想定した訓
練内容に取り組み、在宅生活の継続に
繋がるように努めております。 
全国的な課題である介護職員の確保

については、処遇改善加算等を活用し
待遇改善に努めました。新人職員に対
しては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。 

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
修正を考慮し、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
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、年間の研

修計画や会議等で職員の資質や援助技
術の向上に努め、より良いサービスが
提供出来るよう取り組んでおります。 

３ 

毎月の利用率や収支状況を確認しなが
ら、良質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。 

センターでは、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

利用状況については、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、利用率の向上について検
討しております。欠席状況を分析し、
振替利用やサービス内容の見直しを行
い、利用者に提案することで欠席状況
の低下に努めております。年始の休業
時に、振替利用を提案し、可能な限り

４ 

毎月の利用率や収支状況を確認し、利
用率の向上について検討している。 
また、振替利用やサービス内容の見直

しを行い、利用者に提案することで欠席
状況の低下に努めている。 
居宅介護支援専門員と連携し、可能な

限りサービスの調整や見直しに取り組ん
でいる。 

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 

ています。 対応しました。また、他事業所が休日
となる祝日や年末、夏季休業期間も同
様に対応しました。 
センターの利用向上には、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。コロナ禍ではありました
が、可能な限り定期的に居宅介護支援
事業所へ広報活動を行い、困られてい
るケースや望まれるサービス内容等を
聴取し、可能な限りサービスの調整や
見直しに取り組みました。体験利用や
施設見学の相談の際には、感染予防対
策を行ったうえで迅速な対応に努めて
おります。 

さらに、新型コロナウイルス感染対策
を行い、体験利用や施設見学の相談の際
は、迅速な対応を行っている。 

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、毎年デイサービスの自主
点検と自己点検を行い、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 

自己点検等を行いながら、介護保険法
及び「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
て具体的に提案さ
れているか。 

センターにおいては、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
リエーション等の行事を充実させてまいり
ます。定期的な接遇研修を行うとともに、
各職員にも接遇チェックを実施していま
す。 
また、利用者がケアスタッフ等に直接苦

情や不満をいうことはなかなかできないも
のです。センターでは利用者やご家族から
の意見が出しやすくなるよう「苦情受付
ボックス」を設置して、誰でも、いつでも
投函できるようにしています。「苦情の処
理に関する要綱」を定めて適切に対応でき

利用者への接遇対応については、内
部研修を行い職員全員の接遇意識向上
に努めました。また、個々の職員につ
いても、接遇に関する自己チェックや
個別面談を年に一度実施し、日々の業
務やサービス提供について見直す機会
を設定しております。 
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

３ 

接遇対応については、職員が内部研修
を行い、職員全員の接遇意識向上に努め
ている。個々の職員についても、接遇に
関する自己チェックや面談を実施し、
日々の業務やサービス提供について見直
す機会を設定している。 
提供するサービス等に対する意見や苦

情等については、「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、再発防止に取り組んでいる。 

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 

るようにしていますが、苦情等に対して
は、今後も速やかに対応できるよう、体制
の充実に努めてまいります。 

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。 

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。 

センターでは、毎日 30 人近い利用者が
施設で一日を過ごして帰られます。比較的
ゆったりと寛ぐことができる環境であるた
め、これまでも利用者間での大きなトラブ
ルはありませんが、それでも在宅での暮ら
し方など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。 
センターでは、利用者間でトラブルにな

りかけた場合には、過ごしていただく場所
を少し離したり、レクリエーション等に集
中していただけるようにしたりすることに
より、トラブルについての回避を行ってま
いります。 

利用者間でのトラブルについては、
予め利用者の関係性や特性を十分に把
握し、日ごろから職員が配席や入浴の
順番など配慮し、可能な限り利用者同
士のトラブルが起こらないように事前
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「事故報告書」や「ヒヤリハット
報告書」等を活用し、職員全員が把握
して対応できるよう会議で検討、見直
しに取り組んでおります。また、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、利用者、ご家族、
介護支援専門員等と連携しながら感染
防止に取り組みました。 

４ 

利用者の関係性や特性を十分に把握
し、利用者間のトラブル防止に努めてい
る。トラブルが発生した場合であって
も、職員が間に入り、事故にならないよ
うに努めるとともに、問題解決に向けて
取り組んでいる。 
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。 
 

３ 

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。 

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。 
センターでは、送迎時にご家族等から聞

き取りを行って、利用者の健康状態等を把
握するとともに、施設到着時に看護師によ

コロナ禍による感染予防対策として
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。乗車前には当日朝の体温も確認し

４ 

新型コロナウイルスへの対応について
は、利用者、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
いる。 
利用者の健康状態の把握については、

送迎時に本人や家族から前日や当日の体

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 

るバイタルチェック等を行っており、利用
者の健康状態に応じた見守りを行うことに
より、安心して施設での生活を送っていた
だけるよう対処していますが、今後もこの
ことは大切にして継続してまいります。 
センターは、利用者以外の人の出入りは

比較的少ない施設です。しかし、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。 

ました。送迎車内では換気に留意し、
長時間密とならないよう工夫を行いま
した。到着後は随時、手の消毒やマス
ク着用を声掛け、サービス開始までに
看護師による健康チェック（血圧、脈
拍、体温、酸素飽和度、問診）を実施
しており、体調不良が疑われる場合に
は、即時に一旦隔離し、速やかにお送
りするなど感染予防に努めました。セ
ンター内では常時換気を行うととも
に、大型加湿空気清浄機や扇風機、
パーテーションを活用したり、利用者
同士の座席間の距離を開けたりするな
ど、飛沫感染の予防に努めました。令
和 3 年度は 10 月に陽性者が 1 名おら
れましたが、濃厚接触者はおられませ
んでした。また、濃厚接触者疑いの情
報をいただいた場合には、様子観察期
間を協力依頼し、感染拡大防止に努め
ました。職員についても毎朝の体温測
定や体調確認に努め、マスクとゴーグ
ル着用を徹底し、食事や休憩時間等は
時間をずらす等、濃厚接触とならない
よう工夫しました。また、職員自身だ
けでなく家族の体調不良時には一旦自
宅待機とし、感染していないことを確
認してから出社するなど、感染拡大予
防措置を行いました。外部の方に対し
てはセンター内への立ち入りを極力制
限し、入館時には体温測定や連絡先を
確認するなどの措置を引き続き行って
おります。また、新型コロナウイルス
だけではなく、サービス利用中の体調
の変化については、日々ご家族や介護
支援専門員等と連絡をとり早期な対応
に努めております。 
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

調や、乗車前にも体温を確認している。
送迎車内では換気や、長時間蜜にならな
いよう工夫がされている。到着後は随
時、手の消毒やマスク着用を声掛け、
サービス開始までには看護士による健康
チェックを実施して、体調不良が疑われ
る場合は、即時に一旦隔離し、速やかに
お送りするなど、感染予防を行ってい
る。センター内では、飛沫感染の予防に
努めており、新型コロナウイルス陽性と
なった人がいた場合も、濃厚接触者にあ
たる人はいなかった。また、接触者疑い
の情報があった場合には、様子観察期間
を協力依頼し、感染拡大防止に努めてい
る。 

職員についても毎朝の体温測定や体調
確認に努め、体調不良時には休むなど、
予防措置を行っている。外部の方に対し
てはセンター内立ち入りを極力制限し、
必要時には体温測定や連絡先を確認する
など措置を行っている。また、サービス
利用中の体調の変化については、ご家族
と居宅介護支援専門員等と連絡を取り、
適時必要な対策を講じている。 
金銭等貴重品の取扱いについては、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、紛失
等によるリスク軽減にも努めている。 



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 

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
軽減に努めております。 

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。 
処遇や介護について、利用者がどのよう

に感じどのように改善してほしいと思って
いるのか、といったことを知ることは施設
にとって重要なことと考えています。当セ
ンターでは、嗜好調査や食事に対する希望
等のアンケート調査については、通所介護
計画書の作成時や随時施設内で、利用者か
ら聞き取り等の方法で実施しており、今後
もこれを基に、処遇や献立等に反映させる
よう取り組んでまいります。 

通所介護計画書の見直しの際に作成
するケアチェック表や日々の援助内容
の記録から、状態に応じたサービスが
提供出来るように努めております。ま
た、例年実施している利用者アンケー
トから、サービス改善で必要な内容に
ついては、会議で検討し業務改善に努
めております。アンケート結果につい
ては、応対内容を記載し、利用者へ配
布しております。 
職員については、自己評価と個別面

談を実施して、業務の見直しや目標設
定を行う機会を設けております。 

４ 

利用者、家族に対してアンケートを実
施したり、意見を取り入れたりするなど
して、利用者への対応の改善に努めてい
る。 
 

３ 

【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。 

センターの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。 

センターの管理に当たっては、消防
法等関係法令及び「枚方市立デイサー
ビスセンター条例」等市条例を遵守
し、善良な管理を行っています。 

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。 

センターの施設は建築後２０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、比較的大規模な修理
を必要とする状況になっています。空調機
や給湯器等設備の故障は利用者の快適な生
活に直接影響が及ぶため、設備管理会社に
委託を行い、当該設備の２４時間オンライ
ン監視と故障時の速やかなる対応に努めて
いますが、今後もこのことを継続してまい
ります。 

建築設備の点検・保守については、
委託管理会社が関係法令等に沿って定
期的、計画的に行っております。 
市との協議にて給湯設備や膨張タン

クの更新、厨房換気扇の改修が実施さ
れました。また、天井や壁面からの漏
水、排煙窓、駐車場の点字ブロック、
機械室の扉の改修等を行いました。ま
た、経年劣化により配管からの漏水や
蛍光灯安定器の不作動、大きな設備で
あるエレベーターやキュービクル等の
耐用年数の超過等については引き続き
協議中でありますが、利用者へのサー
ビス提供に支障が出ないよう定期的に

３ 

事業計画どおり管理を行うとともに、
法定上必要な検査について適切に行って
いる。 
設備の修繕については、市と協議を行

いながら、利用者へのサービス提供に影
響が出ないよう安全に取り組んでいる。 

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 

点検を実施しております。 

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、枚方市立特別養
護老人ホームで策定している「事業系一般
廃棄物減量計画書」を参考にし、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。 

センター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、個人情報以外の紙類やリサイ
クル出来るものに関しては、地域の子
供会の廃品回収に協力しました。 

３ 

廃棄物については、業者委託を実施
し、分別等を行った上で、委託業者によ
り適切に処理されている。 
 

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、適正管理を行っ
ています。今後についても、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」に登録して適
正に管理してまいります。 

備品に関しましては、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

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

冷暖房については温湿度計を設置し
て適切な温度管理に努め、扇風機や
サーキュレーションも活用して、効率

３ 
冷暖房の温度設定や浴室利用の効率化

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。 

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 

ネルギー等具体的
に事業計画で提案
されているか。 

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
んでいきたいと考えています。 

的な使用を心掛けました。また、利用
者に影響のない範囲で業務を工夫し、
2 か所の浴室を効率的に使用すること
で、水光熱費の削減に努めました。 
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。 

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。 

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」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。） 

 現在センターとして採用は行っていませ
んが、法人全体で２名を採用し、法定雇用
率を達成しています。今後についても当人
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、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 

法人全体で２名、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。 
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、公共職業安定

所や紙面、インターネット媒体を活用
した求人活動を中心に行いました。 ３ 

公正採用選考人権啓発推進員を設置し
ている。 
 

３ 

業務に従事するも
のが、人権につい
て 正 し い 認 識 を

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

人権に関する取り組みとしては、オ
ンラインでの研修を活用したり、内部
研修に取り組んだりと、職員全員の人

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 



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 

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。 

い認識を持ち業務を行うように努めます。 権意識向上に努めております。 
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。 

 

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・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、定期的に
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、オンラインでの研修を活用し
たり、内部研修に取り組んだりと、職
員全員の接遇意識向上に努めました。 

３ 

高齢者虐待防止に関する外部研修に参
加し、内容を職員全員に伝達するなど、
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
が明確に示されて
いるか。 

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

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。 
今年度は、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。 
 

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 

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。 

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。当センターでは、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
きるようにしています。 
また、利用されるに当たって得た個

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
た上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】  

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、職員に周知徹底を図ります。また、避

難訓練も定期的に実施するとともに AED を

設置するなど、利用者の安全確保に努めて

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。また、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。 
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、内部
研修を行い、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

練に取り組んでいる。 

３ 

緊急事態発生時又 緊急連絡網を整備するなど常時連絡可能 職員の緊急時の連絡体制を一覧表に ３ 緊急連絡先一覧表を作成し、緊急事態 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 

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。 

な体制の整備を図ってまいります。 

 

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。また、連絡
先が変更されている場合があるので、
定期的に連絡先の確認にも取り組んで
おります。 

発生時に備えている。 
 

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、「枚方市立くずは北デイサービ
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、市へ報告し
ます。令和 3 年度はコロナ陽性者の報
告があった際に、市や関係機関と連携
を取りながら対応しております。 
建物や設備でのリスクについては、

「枚方市立くずは北デイサービスセン
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 

本市と指定管理者とのリスク分担につ
いては、「枚方市立くずは北デイサービ
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。 

センターでは、音楽ボランティアなどに
月２回程度来所していただき、変化のある
生活を愉しんでいただけるようにするとと
もに、レクリエーションについても、利用
者個別の楽しみを模索し、少人数での個別
プログラムを実施してまいりたいと考えて
います。 
食事についても、今以上に美味しく、季

節感のある充実した食事を提供できるよ
う、アンケート等で収集した、利用者やそ
のご家族の意見等を反映させて改善してま
いります。 
介護全般についても、利用者にとって安

全で事故や怪我のないサービスを提供でき

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ま
す。レクリエーションや季節行事につ
いては、年間計画を作成し計画的に取
り組んでおります。令和 3 年度は毎月
の「かわり湯」を引き続き実施し好評
を得ました。また、利用者から好きな
映画や音楽を聴きたいと希望があり、
新たにブルーレイレコーダーを購入
し、映画の上映会を行うなど、利用者
に喜んでいただけるよう努めました。
個別のレクでは体操や貼り絵など楽し
んで参加いただいています。また、運
動カードを作成し、自主的に運動に取

４ 

利用者の意向を尊重したサービス提供
を心掛け、レクリエーションについて
は、内容の充実を図るとともに、自主的
に運動に取り組めるよう工夫されてい
る。 
地域交流の一環として近隣の幼稚園や

小学校等との交流会やボランティアによ
る演奏会等は、新型コロナウイルスの影
響により実施できなかったが、壁面の貼
り絵や習字、歌に合わせた体操など工夫
して活動している。 

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 

るよう、職員の介護技術向上にも取り組ん
でまいります。 
また、併設されているゲートボール場に

ついては、使用するゲートボールチームに
協力しながら、貴市と相談の上、樹木の管
理等、近隣に迷惑の掛からない環境設備に
努めます。 

り組めるよう、声掛けや促しを行って
います。食事につきましては、アン
ケート結果より、概ね好意的な意見を
頂いております。 
地域交流の一貫としています近隣の

幼稚園や小学校等との交流会やボラン
ティアによる演奏会等はコロナ禍の影
響で実施出来ませんでしたが、習字や
塗り絵の見本をいただいたり、職員で
取り組める内容を工夫したりと、季節
に合わせた活動を楽しんでいただきま
した。 
利用者に安全に過ごして頂くにあた

り、新たに採用した職員については指
導計画を作成し、介護技術の向上に取
り組みました。 
ゲートボール場の周辺は樹木が多く

あり、通学路にかかる低木や草刈りを
中心に事業所にて実施しました。 

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。 

定期的な居宅介護支援事業所への訪問活
動、チラシによるポスティング活動、市の
封筒への広告記載など、事業所の周知に努
めてまいります。 

前年度同様に枚方市立デイサービス
センターと共同して作成したパンフ
レットを定期的に見直しながら、広報
活動を行いました。コロナ禍の状況を
考慮しながら、居宅介護支援事業所へ
の訪問やポスティングに取り組みまし
た。配布したパンフレットは、介護支
援専門員が利用者への施設紹介にも活
用して頂いております。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。施設見学や体験利
用の相談や依頼があった場合には、積
極的に受け入れ、利用に繋がるよう努
めました。また、他の事業所で利用時
間帯等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 

昨年度に引き続き、居宅介護支援事業
所や近隣の医療機関へ広報活動を行って
いる。 
広報活動により、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ような体制整備に努
めている。 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 

  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 

令和 3 年度も引き続き指定管理者として利用者に対し、質の高いサービス提供に努め、他施設では受け入れ
困難な相談ケースや重度対応が必要な方についても、公の施設として役割を果たせるよう積極的に対応しまし
た。サービス利用中の体調変化についても関係機関やご家族に報告し、早期対応につなげることができまし
た。次年度も利用者やご家族と普段からコミュニケーションに努め、要望に際してはアンケートなども含めで
きる限り対応できるようにしていきます。また、コロナ禍の中、利用者 1 名が陽性者となりましたが、日々の
感染予防対策の取り組みから、濃厚接触者に該当する方もおられず感染の拡大を防ぐことが出来ました。 
業務としては、令和 3 年度から開始されました科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）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。 
令和 3 年度の利用状況としては、年度後半に介護度の高い複数回利用者の永眠や入所が相次ぎました。ま

た、介護報酬改定の影響で全体的な収益が下がったことに加え、介護度の高い方の中止にともない平均介護度
が下がったこともあり収入は減少しました。しかし、管理運営に必要となる経費につきましては、単年度収支
で赤字となっておりませんので、安定した収益であったと考えております。今後も、指定管理者の義務に基づ
いた経営を行い、安定した収益を上げるよう努めてまいります。また、労働関係法令を遵守し、業務に従事す
る労働者の権利を尊重し、健全経営を心掛けてまいります。 
地域交流としては新型コロナウイルスの影響により、近隣の幼稚園や小学校等との定期的な交流会や中学校

からの福祉体験の受け入れ、音楽ボランティアとの交流、カラオケ等については実施できませんでした。しか
し、職員で可能なレクリエーションや機能訓練のプログラム内容の充実に力を入れて取り組みました。特に在
宅生活を継続するための身体的な課題や、生活意欲について検討し個々のサービス提供に取り組みました。 
全国的な課題である介護職員の確保については、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。令和 3 年度は非常勤職員 1 名の退職はありましたが、新たに短時間パー
ト 1 名を採用し、1 名が短時間から長時間勤務に移行しました。新規採用や長時間に移行した職員について
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上で、計画的な指導に取り組みました。 
施設管理としては、建設から 20 年以上が経過し、経年劣化や耐用年数を超過した箇所が目立つようになっ

てきております。設備故障については、市に早期から報告相談を行ったうえで、利用者や運営に不都合がない
ように努めました。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。大きな修繕等は保全計画に
基づいて予定されておりますが、それら以外の劣化箇所についても早期発見に努め、サービス中断など利用者
のサービスに支障がないように取り組んでまいります。また、今後もコロナウイルス等の感染症や災害などの
非常事態が起きる可能性はありますが、平時からの準備や関係機関、地域との連携を構築していくことで、利
用者の安全確保に努め、非常時においても事業を継続し地域や利用者に貢献できるよう努めてまいります。 

  

総合評価 二次評価者（施 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、指定通所介護事業所として、本市条例に規定



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 

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。 
介護度の高い利用者の入所等による利用中止などにより、利用率や収入は前年度と比べると減少になりましたが、広報活動に

よる居宅介護支援事業所との連携が上手く機能し、新規利用者に繋がっています。 
設備の修繕については、利用者へのサービス提供に影響が出ないよう考慮しながら、積極的に取り組む姿勢が見られます。 
利用者を確保するためには、常にサービス内容の見直しや検証を行いながら、継続した広報活動に努めることが必要です。引

き続き、安定した経営を維持できるよう努めてください。 
今後も新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

合計  a-b

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

00

107,800

47,747,238

5,455,600

6,746,237

3,017,628

1,239,000

2,489,609

0 0

74,647,29575,799,005 75,719,431 79,559,580

1,543,291917,102 578,419 847,471

0

78,411,778

2,109,900

76,190,58676,716,107 76,297,850 80,407,051

00 0 0

単位：円

80,521,678

0

単位：円

令和3年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

46,312,56839,944,428 48,468,681 51,048,865

5,885,0005,385,720 4,975,320 5,016,110

令和２年度

7,284,3147,538,064 7,650,225 7,888,888

3,265,9063,480,349 3,250,044 3,055,848

1,361,2041,424,808 1,571,202 1,638,854

2,657,2042,632,907 2,828,979 3,194,186

1,751,420478,980 735,825 883,769

443,990716,040 428,000 - 1,711,000

17,497,33317,945,416 12,675,794 15,526,597

79,174,62572,008,648 74,933,845 80,364,229

-2,984,0394,707,459 1,364,005 42,822

15,688,572

77,456,447

3,065,231

単位：円

１．利用状況

開所日数 310 日 309 日 311 日 311 日 310 日

延利用者数 7,940 人 7,961 人 8,314 人 7,876 人 7,829 人

延利用可能人数 10,850 人 10,815 人 10,885 人 10,885 人 10,850 人

利用率 73.2 ％ 73.6 ％ 76.4 ％ 72.4 ％ 72.2 ％

一日平均利用人数 25.6 人 25.8 人 26.7 人 25.3 人 25.2 人

※令和３年度の開所日数については、コロナの影響にて予定より1日減少。

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


