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第１ はじめに 
 

１ 本書の位置付け 

本書は、吹田市立高齢者いこいの家（以下「施設」という。）の管理運営に関し、吹田市（以下「市」

という。）が指定管理者に要求する管理運営の基準を示すものです。 

本書に示されている業務の仕様・基準を満たす限りにおいて、自由に事業計画の作成を行うこと

ができるものとしますが、その際には「募集要項」等において示された諸条件を必ず遵守し、その

他の内容についても十分留意して事業計画書を作成するものとします。 

 

第２ 施設の運営に関する業務基準 
 

１ 施設の使用許可等に関する業務 

（１）個人使用簿の管理 

（２）使用許可申請書の受理及び使用許可書の交付 

（３）使用内容の変更の許可 

（４）使用の許可の取消し 

（５）特別の設備の設置の許可（施設の造作を伴うものは除く。） 

 

２ 施設の運営に関する業務 

（１）入館及び退館への対応 

利用者の入館及び退館に関する手続きを行うこととします。その場合、利用者への利便性及

び安全性に十分に配慮し、快適に利用できるように努めるとともに、駐車場及び駐輪場の利用

方法について周知することとします。 

 

（２）急病等への対応 

施設の利用者、来場者等の急な病気、けが等の緊急時に的確に対応できる体制を組むことと

します。 

 

（３）緊急時の対応 

消防計画の作成や消火・避難・通報訓練の実施、また、防犯・防災対策及び災害等緊急時の

利用者の避難、誘導、安全確保及び関係機関への通報等についてのマニュアルを作成し、職員

に周知徹底を図るとともに、緊急時には的確な対応を行うこととします。 

 

（４）施設の広報宣伝について 

施設の案内パンフレット及び事業のＰＲ用ポスター、チラシ等の作成・配布を行うなど、Ｐ

Ｒに努めることとします。 

 

（５）ホームページの運営管理について 

ホームページを作成し、施設の事業をはじめ、高齢者の生きがいづくりへの支援や健康増進

に関わる情報などの提供を行い、随時、更新等の管理を行うこととします。 

 

（６）その他の業務 
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  電話等での各種問い合わせへの対応、来場者及び見学者等への応対（施設の案内）等、 

必要な対応を行うこと。 

 

第３ 高齢者の福祉の増進及び利用者サービスに関する業務基準 
 

吹田市立高齢者いこいの家条例第 3 条に掲げる事業を遂行し、高齢者の生きがいづくりへの支援

を行うとともに、高齢者の福祉の増進を図るなど、施設の設置目的を達成するため、次の業務を実

施するものとします。 

 

１ 高齢者の福祉の増進に関する業務 

施設を最大限活用し、高齢者の健康の増進、教養の向上及びリクリエーションのための便宜を提

供し、高齢者の相互交流と社会参加を促進するとともに、高齢者の自立支援を図り、もって高齢者

の福祉の増進を図る事業を実施することとします。 

 

（１）生きがいづくりに関する事業 

生きがいづくりや様々なレクリエーションの情報提供などを行うことにより、知識やノウハ

ウを学び、生きがいと楽しみを見出し、趣味などを通して積極的な社会参加を図るための生き

がいづくりの支援に関する各種講座、イベント等の実施  

   

（２）教養の向上に関する事業 

健康や福祉などに関する各種講座・教室を開催し、知識や教養を深めるとともに、生きがい

づくりや仲間づくり、交流をすすめることにより、講座・教室終了後も継続した活動への発展

が期待できる事業の実施 
 

（３）自主事業の実施 

市が定める事業のほか、施設の設備、機能を最大限に発揮して、施設の設置目的の範囲内

で魅力ある自主事業を、自らの経費で提供できるものとします。なお、自主事業を実施しよ

うとする場合、実施前に市と協議を行い、市の承認を得ることとします。自主事業により得

た収入については、指定管理者に帰属します。 

 

※ 吹田市立高齢者いこいの家条例第８条に基づき施設使用料は無料ですが、主催事業における

材料費（実費）や自主事業における参加費の徴収は可とします。 

なお、参加費は市と協議のうえ設定するものとします。 

 

２ その他の業務 

（１）市が主催・共催及び後援する事業への協力 

市が主催・共催、後援する各種事業及びあらかじめ指定する事業の実施にあたっては、会場

の優先確保など、関係団体と協力して円滑な運営を図ることとします。 

絵てがみ教室、あみもの教室、高齢者健康体操及び現在実施している自主グループによる健

康体操につきましては、市と協議の上、指定管理者が継続実施するものとします。 

ただし、利用者ニーズの変化により需要が減少した場合は、縮小や廃止も可能とします。 
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第４ 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務基準 

 

１ 施設管理運営業務 

（１） 消防設備保守点検業務 

消防設備の保守点検を行い、その設備を常に消防法に基づく規格に合格する安全な状態

に置くものとします。 

                                                  

（２） 自動扉開閉装置保守点検業務 

保守点検を実施することにより、故障を未然に防止し、安全かつ良好な状態に保つことと

します。 

  

（３）電位治療器保守点検業務    

保守点検を実施することにより、故障を未然に防止し、安全かつ良好な状態に保つことと

します。 

 

（４） 植木剪定業務 

植木剪定等を行うことにより美観上良くするものとします。 

 

（５） 警備業務 

施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の確保を行う 

   こととします。業務時間の終了時には、戸締り、消灯等の確認、各室の異常の有無の確認

及び各所の火災予防点検、鍵の施錠を行い、侵入者、不審者等を発見した場合は、適切な

対応をすることとします。 

 

（６） 清掃業務 

日常清掃を行い、建物、備品、用具などが常に清潔な状態に保たれるようにすることとし

ます。また、消耗品は常に補充することとします。 

 

（７） 廃棄物処理業務 

施設から発生する廃棄物について、指定管理者の責任及び委託料等により、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」「吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」及び市の指

示に基づき、適正に処理し、廃棄物の減量に努めるものとします。 

事業系ごみ（一般廃棄物）については、市の指示に基づき分別を行った上、資源循環エネ

ルギーセンター施設管理者の指示に従い、指定された場所、日時を守り、適正に廃棄する

こととします。  

 

（８） 通信カラオケシステム情報使用 

サービス提供会社を通して保守管理を実施することとします。 
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（９） クリーニング業務 

電位治療器カバー及びマッサージ機カバーのクリーニングを行うものとします。 
 
 

(10) 厨房室ダクト清掃業務 
厨房室ダクトの清掃を行うものとします。 
 
 

２ 公共料金支払業務 

業務の遂行に伴い発生する、次に掲げる公共料金については、委託料等から支出し、支払業務を

適切に行うこととします。 

 

（１）電話料 

（２）その他通信費等（ホームページ及びインターネット等の開設・保守・利用料等） 

（３）光熱水費（電気代、ガス代、上下水道代） 

なお、指定期間当初の公共料金支払いについて、（１）、（２）、（３）ともに以下のとおり取り扱

うこととします。 

・指定期間に属する請求分について、当該期間の指定管理者が委託料等から支出するものとしま

す。 

・光熱水費等の適切な使用に努めることとします。 

 

３ 備品管理業務 
 

（１）備品の管理 

施設における活動に支障をきたさないよう、指定管理者は備品の管理を行うとともに、不具

合が生じた備品（修繕不可のもの）については、市と協議のうえ、更新を行うこととします。 

原則として、既存の備品（別紙２参照）の更新費用は市の負担とします（更新については必

要性を総合的に判断し、その結果更新しない場合もあります）。ただし、新たな事業展開（自主

事業を含む）のために必要とする備品の調達、更新費用は指定管理者の負担とします。なお、

指定管理委託料により購入した備品については、市の備品とします。 

 

４ 修繕業務 

施設の管理上必要となる施設修繕については、指定管理者が行うものとし、経費の負担について

は、以下のとおり取り扱うものとします。 
 

（１）建物等の修繕 

天災、老朽化等の経年劣化、及び第三者の行為から生じた損傷で相手方が特定できない場合

の建物修繕については指定管理者が負担することとします。ただし、経費が２０万円以上のも

のについては、市への報告を行い、修繕時期等を協議のうえ市の負担により修繕するものとし

ます。 

 

（２）設備機器・備品の修繕 

天災、老朽化等の経年劣化、及び第三者の行為から生じた損傷で相手方が特定できない場合

の設備機器・備品の修繕については、指定管理者が負担することとします。ただし、経費が 
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２０万円以上のものについては、市への報告を行い、修繕時期等を協議のうえ市の負担により

修繕するものとします。 

 

 

第５ 経営管理に関する業務基準 
 

１ 年度別事業計画書の作成業務 

前年度末までに次年度に係る事業計画書を作成し、市に提出することとします。 

なお、作成にあたっては、市と調整を図ることとします。 

 事業計画書に記載する内容は以下のとおりとし、書式は市と協議のうえ定めるものとします。 

 

（１）管理の体制 

（２）管理の実施計画 

（３）管理に要する経費 

（４）主催事業・自主事業の実施計画 

 

２ 事業報告書等（月次・年次）の作成業務 

利用状況等月次報告書及び事業報告書を作成することとします。 

利用状況等月次報告書は、前月分の利用状況等を翌月１０日までに市へ提出することとします。 

 

事業報告書は、前年度分の事業報告を毎年度終了後、３０日以内に市へ提出することとします。 

利用状況等月次報告書及び事業報告書に記載する主な内容は以下のとおりとし、書式は市と協議

のうえ定めるものとします。 

 

（１）利用状況等月次事業報告書の記載内容 

ア 利用状況（運営日、利用件数、利用者数、実施事業数、利用率） 

イ 管理業務の実施状況 

ウ 自主事業の実施状況 

エ 利用者からの意見、要望等への対応状況 

 

（２）年次事業報告書の記載内容 

ア 管理業務の実施状況 

イ 利用状況（運営日、利用件数、利用者数、実施事業数、利用率） 

ウ 管理に係る経費の収支状況 

エ 自主事業の実施状況 

オ 事業に対する自己評価 

 
 

３ 事業に対する評価業務 

以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるように努めるとともに、

結果について市に報告することとします。 

利用状況等月次報告書、事業報告書及び事業評価をもとに、指定管理者の業務が基準を満たして
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いないと市が判断した場合は、是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すことがあ

ります。 

 

（１）利用者アンケート 

施設利用者を対象に、施設において提供するサービスの評価に関するアンケート等を、年に

１回以上実施すること。 

なお、アンケート用紙の作成、配付、回収及び分析を行うこととします。 

 

（２）施設の管理運営に対する自己評価 

施設の管理運営に関して、適宜自己評価を行い、その結果を年次事業報告書にまとめ、市に

提出することとします。 

 

（３） 市によるモニタリング・評価の実施 

市は、指定管理者の業務の進行状況や実績を確認するため、モニタリング・評価を行いま

す。 

 

（４） 第三者によるモニタリング・評価を実施 

指定管理期間の２年目と４年目に第三者によるモニタリング・評価を実施します。 

 

（５）施設の管理運営に対する市の監査 

市の担当者は、施設の管理に係る業務又は経理の状況等について報告を求め、施設の管理運

営状況を確認するため、必要に応じていつでも施設に立ち入り、書類等を閲覧することがで

き、必要な指示を行うことができることとします。 

また、監査委員による施設の管理運営に対する監査がある場合は、必要な対応を行うことと

します。 

 

４ 市及び関係機関との連絡調整業務 

市及び関係機関との連絡調整を図ることとします。 

 

５ 指定期間終了時の引継業務 

指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の業務を遂行できるように、必要な

期間、引継ぎ業務を行うこととします。 

  

６ 経費 

指定管理委託料は、予算の範囲内で毎年度に年度協定を締結して支払うものとします。 

 

 

第６ その他 
 

１ 管理運営体制の整備等 

（１）管理運営体制 
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事業を円滑かつ適切に遂行することが可能な管理運営体制を構築することとします。 

 

（２）連絡体制 

市との連絡用に常設電話及びインターネット環境を整えることとします。 

 

（３）服務 

従事する全ての職員に対して公益使命を自覚させ、名札の着用、利用者に満足を与える接遇

（服装、身だしなみ、言葉づかい等）を徹底することとします。 

 

（４）研修の実施 

管理業務に従事させる者に、業務内容、各種法令の遵守、人権啓発、市民サービスのための

接遇及び火災、地震等の緊急時の対応に関する研修、その他業務遂行上必要な研修を実施する

こととします。 

 

２ 文書の管理 

指定期間中の文書の管理について、市の指示に基づき、年度ごと、分野ごとに分類し、適切に管

理することとします。 

 

（１）使用申請書等の保管 

使用申請書等は、市の指示に基づき適切に保管し、指定期間内終了後に市に提出することと

します。 

 

（２）記録の保管 

事業の実施に伴って作成・整備した図面・記録類について、汚損、紛失等の無いよう適切な

方法で保管し、次期指定管理者に引継ぐこととします。 

保管期間は、基本的に以下のとおりとします。 

ア 協力業者一覧表、メーカーリスト、各種取扱説明書、保証書    永年 

イ 官庁届出控、報告控                      永年 

ウ 年間、月例定期点検、測定記録                 永年 

エ 業務連絡簿                          ５年 

オ 日誌（業務日誌、清掃日誌等）                 ５年 

カ 事故、傷害記録                        ５年 

キ 修繕記録                           ５年 

 

３ 保険の加入 

傷害保険他（損害賠償金についての保証等）、募集要項等に定める自らのリスクに対応して、適切

な範囲で保険に加入することとします。 

なお、建築物に対する火災保険及び施設瑕疵による賠償責任保険については市が加入します。 

 

４ 個人情報の保護 

「個人情報保護法」並びに「吹田市個人情報保護条例」、その他、個人情報の保護に関する全ての

関係諸法令を遵守し、個人情報保護について職員に周知・徹底を図ることとします。 
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また、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することを禁じていま

す。指定管理期間の終了（指定の取消しを含む）後、及び職員が職務を退いた後においても同様と

します。 

 

５ 環境への配慮 

「吹田市役所エコオフィスプラン」に基づき、省エネルギー、省資源、廃棄物の排出抑制、グリ

ーン購入など、環境に配慮した取組に努めるとともに、市が実施する取組には積極的に協力するこ

ととします。 

 

６ 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 

吹田市行政手続条例に規定する行政庁に該当するため、使用許可等の処分は同条例の定めに従っ

てください。 

あらかじめ市と協議のうえ、審査基準、標準処理期間及び処分基準を定めることとします。 

 

７ その他の留意事項 

（１）遺失物の取扱い 

施設内の遺失物については、遺失物法に基づき適切に処理を行うこととします。 

 

（２）本書に記載のない事が発生したときは、市と指定管理者で協議のうえ決定するもの

とします。 


