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第２回吹田市立老人デイサービスセンター指定管理者候補者選定委員会議事要旨 

 

１ 開催日時 

   平成 30年（2018年）10月 19日（水） 午後２時開会～午後３時 40分閉会 

 

２ 開催場所 

   千里ニュータウンプラザ５階 501会議室 

 

３ 出席委員 

   新居延 高宏 委員長 （吹田市医師会 理事） 

井元 真澄 副委員長 （梅花女子大学 教授） 

上村 美佐子 委員  （大阪府社会保険労務士会 労働条件審査推進部会員） 

岩脇 ちゑの 委員  （吹田市民生・児童委員協議会 会計監査） 

井上 寧 委員    （近畿税理士会 業務対策委員） 

 

４ 欠席委員 

   なし 

 

５ 会議次第 

１ 開 会 

２ 書類審査 

   資料説明及び応募事業者の財務状況等説明 

３ プレゼンテーション審査 

（１）社会福祉法人 燦愛会 

（２）社会福祉法人 寿楽福祉会 

４ 最終採点・採点法回収・集計 

５ 結果報告 

６ 答 申 

７ 閉 会 
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６ 議事の経過 

〔１ 開会〕 

委員長： 

（挨拶） 

 

〔２ 書類審査〕 

委員長： 

それでは、次第のとおり、議事を進めたいと思います。まず、書類審査として事務局から資料説明 

をお願いします。 

事務局： 

（選定方法の説明、プレゼンテーション審査の説明、申請書類の説明） 

委員長： 

ありがとうございました。 

 事務局から説明がありましたが、御意見、御質問がございましたら、お受けしたいと思います。 

どなたかございませんか。 

 （なし） 

無いようですので、応募事業者の財務状況について、ポイントなどを、専門の委員から御説明いた 

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員： 

社会福祉法人燦愛会と社会福祉法人寿楽福祉会の財務状況について説明。 

・貸借対照表を元に、「支払能力」「設備投資の妥当性」「資本構成の安定度」について、「流動比 

率」「固定長期適合比率」「自己資本比率」を元に分析、説明。 

・平成 30年度の収支差率（実績）や平成 31年度の収支計画における収支差率について、平成 29年度 

介護事業経営実態調査結果との比較等により説明。 

委員長： 

ありがとうございました。 

 委員からのご説明に対し、御意見、御質問がございましたら、お受けしたいと思います。どなたか 

ございませんか。 

委員長： 

無いようですので、次に行かせていただきます。 

 応募事業者の人事労務の状況について、ポイントなどを、専門の委員から御説明いただきたいと思 

いますので、よろしくお願いします。 

委員： 

社会福祉法人燦愛会と社会福祉法人寿楽福祉会の就業規則確認対比表を作成しましたので、それに 

基づいて説明します。 

・「企業理念」「直近の施行日」「マイナンバー管理」「労働時間」「定年」「定年後再雇用」「年 

次有給休暇」「セクシャルハラスメント」「懲戒事由」「育児、介護休業」等について説明。 

・平均給与や年次有給休暇についての評価。 
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委員長： 

ありがとうございました。委員からの御説明に対し、御意見、御質問がございましたら、お受けし

たいと思います。どなたかございませんか。 

（なし） 

 

〔３ プレゼンテーション審査〕 

（１）社会福祉法人 燦愛会 

委員長： 

それでは、吹田市立老人デイサービスセンター指定管理者候補者選定委員会のプレゼンテーション 

審査を始めます。内本町デイサービスセンターに応募している事業者に入室してもらってください。 

委員長： 

それではプレゼンテーションを開始してください。 

燦愛会： 

（プレゼンテーション） 

委員長： 

質疑応答に入ります。何か質問ありませんか。 

委員： 

３点お伺いしますので、簡潔にお答えください。 

１点目：体制が整い次第、日曜日も運営するとのこと。体制が整い次第とはどういった内容ですか。

またいつ頃を想定していますか。 

２点目：事業計画書の中の苦情解決で、法人として苦情解決第三者委員会を設置とありますが、ど 

のような頻度で開催されていますか。 

３点目：利用者満足度調査は、調査という形でなく、家族会からの意見と意見箱から満足度を測っ 

ているとの理解でいいですか。 

燦愛会： 

１点目：職員はまだ確定していません。現在、内本町デイサービスセンターは日曜日に運営されて 

おりませんが、基本的には来年４月からと考えております。 

２点目：苦情処理については、苦情委員会を設置しております。開催は月に２度、内部委員会と外 

    部委員会を開いております。苦情があった場合にまず内部で検討し、その結果を外部委員 

会にかけて、対応方法の確認を行っております。 

委員： 

第三者委員会は毎月行っているのですね。手厚いですね。 

燦愛会： 

３点目：御利用者、御家族が自由に意見を提出できるハピネス実現シートは、特別養護老人ホーム 

の家族会が主体となっております。現在は、デイサービスには家族会はありませんが、来 

られた方を対象に実現シートを常時置いております。職員の言動、服装等に何かあれば投 

書してくださいとしております。 

委員： 

これは随時やっているとのことですね。 
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燦愛会： 

これをまとめて、サービス向上委員会として内部と外部とで月２回会議にかけております。 

委員： 

就業規則は平成 22年の改正ですが、それ以降改正しておられますか。 

燦愛会： 

それ以降も改定しております。 

委員： 

どこを改定していますか。 

燦愛会： 

育児休業の部分だったかと思います。 

委員長： 

台風等の自然災害に対するリスクマネージメント、訓練などをどのようにしていますか。 

燦愛会： 

緊急連絡網をラインで体制を整備しております。最近は JＲの計画運休がありますので、職員体制も

事前に行うようにしております。また、研修は、水害等も想定して特別養護老人ホームも含めて、担

架の使用方法等を訓練する他、行政からの情報の収集等も含めて研修をしております。 

委員： 

人材確保の関係ですが、ハローワークや吹田市の就職説明会と書いています。人材不足が問題と思 

いますが、それに対する方策をどのように考えているのですか。 

燦愛会： 

現在、内本町デイサービスセンターで働いていらっしゃる方にすべて残っていただきたいと考えて 

いるのが１点と、既存のデイサービスセンターがございますので、４月から募集ではなく、前もって

随時募集をし、研修も進めていきたいと考えております。また、ハローワークや派遣会社、紹介会社

と連絡を密にしているところです。 

委員： 

ボランティアさんがたくさん内本町デイサービスセンターにいらっしゃると思いますが、そのこと 

をお聞かせください。 

燦愛会： 

現在、特別養護老人ホームハピネスさんあいにもたくさんのボランティアさんに来ていただいてお 

ります。地域の方にたくさん足を運んでいただいて、中で行っていることを見ていただいて、知って

いただくことが重要だと考えております。現在、内本町デイサービスセンターで多数のボランティア

さんが活躍いただいているとお伺いしておりますので、今後も継続して御活躍いただきたいと考えて

おります。 

委員長： 

他に何かございませんか。では、これで終了します。ありがとうございました。 

委員長： 

では、委員の皆さん、内本町デイサービスセンターの応募事業者の最終の採点を行ってください。 
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（２）社会福祉法人 寿楽福祉会 

委員長： 

それでは、千里山西デイサービスセンターに応募している事業者に入室してもらってください。 

委員長： 

それではプレゼンテーションを開始してください。 

寿楽福祉会： 

（プレゼンテーション） 

委員長： 

質疑応答に入ります。何か質問ありませんか。 

委員： 

１点目：第三者評価は、既に受けておられるのか、これから受けられるのかを教えてください。 

２点目：平成 26年度の研修計画を申請書に載せておりますが、平成 26年度でよかったのかという 

    点です。 

３点目：これまで指定管理者として運営されてきて、今回、再度継続して運営されたいとのことで 

    すが、これまでと違って新たに頑張りたいことやしたいことがありましたら教えてくださ 

い。 

寿楽福祉会： 

１点目：第三者評価は、まだできておりません。課題として取り組んでいきたいと考えております。 

２点目：研修計画は、新しくバージョンアップしておりません。 

３点目：今後の取組は、現在、要介護度の高い利用者を受入れておりますが、ニーズが多様化して 

    おり、更に要介護度の高い方の受入れやサービス時間の柔軟な対応など幅の広いニーズに 

答える介護サービスのレベルアップをしたいです。後、地域との関わりをこれまで以上に 

取り組んでいきたいと考えております。 

委員： 

大阪府社会福祉協議会の第三者評価を受ける予定であれば、府社協のこの事業は今年度末で廃止さ 

れると聞いております。 

委員： 

人材確保と人材定着について、ネガティブイメージを払拭し、ポジティブイメージをＰＲとありま 

すが、具体的なネガティブイメージとはどういうものか。ポジティブイメージとはどういうものかを

教えてください。 

寿楽福祉会： 

まず、ネガティブイメージから説明しますが、介護業界のイメージがきつい、汚いといったもので 

評価が下がったものとなっております。これを打破するためにポジティブイメージ、職員が輝き、利

用者と幸せな時間を過ごす。具体的には職員が利用者と外に一緒に出掛ける機会を作っております。

職員は３大介護である食事、排せつ、入浴に時間を取られるところですが、一緒に外出し、食事をす

る、思い出の場所に行くなどにより、気持ちがきれいになってくるといったことを表現したものです。

具体的には運動会などを一緒に作り上げていくことによりポジティブな印象を与えるものだと考えて

おります。 
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委員： 

適正な労働条件の確保についてお尋ねします。有給休暇の取得率向上と挙げておられますが、具体 

的にどのように考えていますか。また、提出いただいた就業規則における年次有給休暇ですが、法定

の付与日数を御存じですか。 

寿楽福祉会： 

職員が有給休暇を計画的に取得できるように体制を整えております。ただ、取りにくい状況にある 

のが、特別養護老人ホームの夜勤を含んだ介護職員です。ケアマネやヘルパーは休暇が取りやすく、

特別養護老人ホームでも非常勤は比較的取りやすいです。月に１、２回取っておられます。具体的な

対応としまして、年齢の高い介護職員を採用して有給を取りやすい体制整備を進めていこうと考えて

おります。就業規則につきましては、法人として改正する意思決定は既にしています。 

委員： 

来年の４月１日からは５日以上の有給休暇消化が義務化されますので、計画付与の条文を入れてお 

かれるとよいと思います。 

寿楽福祉会： 

現在、千里山西デイサービスセンターの職員体制は、余裕を持ったものとしております。また、有

給取得率も 70 パーセント以上です。更なる取得率の向上のため、業務の整理と人員の離職防止に取り

組んでいこうと考えております。 

委員長： 

介護業界はストレスが多くかかり離職率が高いです。ストレスチェックについてはどのように取り 

組んでいますか。 

寿楽福祉会： 

法定では年に１回となっており、それは遵守しております。ただ、相談に上がってくるケースが非 

常に少ないです。人事考課の面談を別にしておりまして、その中で燃え尽きないであるとか、離職に

至らないようしております。我々が一番力を入れておりますのは、利用者の家族の声は時に厳しいも

のがございます。ここでは担当者を上司がフォローしていくことに取組んでおります。 

千里山西デイサービスセンターでは、少なくとも年２回は職員と面談を行っております。また、職 

員に希望がある場合や、法人サイドから必要がある場合に随時面談を行い、職員とのコミュニケーシ

ョンはできるだけ密に行うようにしております。 

委員長： 

安全対策についてのマニュアル作りはどうなっていますか。 

寿楽福祉会： 

介護技術のマニュアルは、市販のテキストを中心に扱っておりますが、外部講師を使った介護技術 

研修を年に３度、希望者と法人が指名する職員に参加してもらうといった介護技術的な安全対策をと

っております。その他、事故発生時や事故発生後のマニュアル完備もしております。 

それに加えて、職員の判断や技術を身に付ける安全な介護といった取組をしております。抱え上げ

ない技術や衝突しないなどです。そういった取組に参加すると職員の目が輝いてきますので、よい取

組をしていると我々は感じております。 

委員： 

職員の給与ですが、職員体制計画等計画書における千里山西デイの機能訓練指導員の給与が 522万 
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円ですが、法人の就業状況報告ではこの職種はどこに当たるのでしょうか。 

寿楽福祉会： 

この職種の方は兼務しておりますので、看護師の常勤に含まれております。 

委員長： 

他に何かございませんか。では、これで終了します。ありがとうございました。 

 

〔４ 最終採点・採点表回収・集計〕 

委員長： 

では、委員の皆さん、千里山西デイサービスセンターの応募事業者の最終の採点を行ってください。 

 

〔５ 結果報告〕 

司会： 

集計結果がでましたので、集計表をお配りいたします。 

委員長： 

集計結果により、社会福祉法人燦愛会が内本町デイサービスセンターの指定管理者候補者、社会 

福祉法人寿楽福祉会が千里山西デイサービスセンターの指定管理者候補者として決定いたしました。

いずれも次点者はありません。皆さん、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

〔６ 答申〕 

委員長： 

それでは、本選定委員会より、市へ答申書をお渡ししたいと思います。 

委員長： 

（答申書を読み上げ、渡す） 

委員長： 

なお、答申書につきましては、選定委員の皆様に、後日、市から送付していただくよう、お願いし

ます。 

その他、事務局の方から、何かございますか。 

司会： 

資料につきまして、本日お持ちいただきました、応募事業者からのファイルにつきましては、事務

局で回収させていただきますので、お席に置いたままにしておいていただきますよう、お願い申し上

げます。 

なお、第３回吹田市立老人デイサービスセンター指定管理者候補者の選定につきましては、10 月 30

日に同じ時間、場所にて開催予定になりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長： 

それでは、本日の会議は、これで終了いたします。 

 

〔７ 閉会〕 


