
施設名

市担当課

（１）指定管理者

団体名

指定期間

管理体制

（２）事業内容

管理業務

運営業務

その他

担当課の評価
　 （Ａ、Ｂ、Ｃ） A 施設の管理と諸事業の運営を適切に行っている。

福祉部高齢・福祉総務課（７５４－６１２３）

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

指定管理者の管理運営に関する評価シート

自主事業

（評価対象期間：平成２１年４月～平成２５年４月）

・職員６名（館長１名、看護職員１名、事務員２名、技術員２名）

池田市立敬老会館

平成２１年４月～平成２６年３月

・池田市立敬老会館管理仕様書に基づく管理に関すること。
・管理を遂行するにあたり必要な設備の維持管理に関する業務。（別紙：施設図面参照）

(1)苦情解決体制の設置
　・苦情解決責任者　：　館長
　・苦情受付担当者　：　事務員
　・第三者委員　：　2名

(2)外部評価の体制
　第三者委員相談会　（平成21年度から年12回実施）

・開館時間：午前9時30分～午後4時30分
・利用料：無料
・休館日：日曜日、祝日（敬老の日は除く）及び年末年始(１２月２９日～１月３日）
・運営内容：各種相談、健康増進、教養の向上、レクリェーション事業、入浴サービス、会館使用の許可。
（別紙：池田市立敬老会館管理仕様書参照）

(1)敬老の日行事開催
平成21年9月21日　落語会、フルート演奏会　（195名参加）
平成22年9月20日　弦楽器オーケストラ　（100名参加）
平成23年9月19日　元宝塚スター３人によるレビューショー　（116名参加）
平成24年9月17日　落語会　（95名参加）

(2)エコ講演会開催
　日除けカーテンを設置し、打ち水等エコ活動に努めると共に、利用者や地域住民向けに池田市職員、大阪府職員を講師として招き講演会
を開催しました。（別紙：講演会等開催状況参照）

(3)『みんなの居場所』事業
○内容
　外出の機会が少なくあまり人との関わりが少ない高齢者を対象に、昼食の提供や健康相談、アクティビティ等のプログラムを用いて、地域
貢献を目的とした見守り活動を行いました。毎週火、金曜日実施。　（利用状況については評価シート３利用者状況参照）

(4)会館利用の促進
　利用者からのアンケートをもとに市民に広く利用してもらえるよう、以下のような利便性の向上を図りました。
①バス運行の増便
　平成22年3月より土曜日の運行を開始。2コース15便を増便。
②入浴日の増加
　平成22年3月より土曜日の入浴を開始。

(5)ロビーコンサート開催
　「趣味の部会」の参加者による楽器演奏や歌などのロビーコンサートを実施し、利用者間の交流を図った。平成22年3月より平成25年5月
まで35回開催。　　　（延べ1,197名参加）

(6)地域交流
①地区福祉委員会 ふれあいサロンへの職員参加　（毎月）
　その他、25年度には介護予防教室を年１０回開催予定（健康体操・口腔ケア・感染症予防・独居高齢者の料理教室・地域交流会等）
②地域の学校との交流
・石橋保育所とは、趣味の部会発表会の「敬老の里まつり」に園児たちの作品を展示しました。（毎年実施）
・石橋小学校とは、２年生児童の「生活科」学習の一環として、施設見学を受け入れました。　（毎年実施）
・池田中学校とは、総合学習の一環として行われる「福祉ボランティア体験学習」を受け入れました。（毎年実施）
・池田高校とは、「いけてるキャンパス」の講演で吹奏楽部にコンサートを実施してもらいました。　（平成23年に実施）
・池田市教育委員会とは、池田市立小学校、中学校の新任教員の社会体験研修の受け入れをおこないました。（毎年実施）



（３）利用状況

施設

事業

担当課の評価
　 （Ａ、Ｂ、Ｃ） A 多くの高齢者に利用されるよう土曜日にバスを運行するなど、利用人数増加に向けた積極的な取組を実施している。

（４）市民満足度

利用者アンケート
の実施状況

利用者アンケート
の結果

担当課の評価
　 （Ａ、Ｂ、Ｃ） Ｂ 利用者の意見等をよく聴き、よりよい運営に努めていただきたい。

（５）収支状況

担当課の評価
　 （Ａ、Ｂ、Ｃ） Ａ 適正に運営されている。

上記①に関して、利用者からアンケートの回答結果を参考に以下のような対応を行いました。
①喫茶コーナーの設置
　カウンターキッチンを新設し、テーブル・ソファー・椅子を購入し、利用者がゆったりとコーヒー等の喫茶を楽しんで頂けるように快適な空間
作りを行いました。この空間を最大限活用し、ロビーコンサート等を実施しました。
②売店の機能の拡充・リニューアル
　低価格のメニューを増やし、利用者に喜んで頂ける売店のリニューアルを行いました。
③施設循環福祉バスの増便
土曜日は巡回バスによる便がありませんでしたが、利用者の意向を反映し運行を開始しました。

平成２４年度決算　　・収　入５１，６６６，８７１円　・支　出４５，６８９，４６７円
　　　　　　　　　　　　　・当期活動収支差額５，９７７，４０４円　（別紙年度別決算書等参照）

平成24年度
①生活相談、健康相談
　毎週火・金曜日13：30～15：00　　　利用者数：年間  1,058人

②栄養相談　(24年度開始）
　毎週火・金曜日12：30～13：40　　　利用者数：年間     227人

③機能回復訓練（ヘルストロン）　　　 利用者数：年間  20,586人

④入浴サービス事業　　　　　　　　　 　利用者数：年間  27,226人

⑤教養講座「いけてるキャンパス」の開講　　　　参加者数：年間　1,083人

⑥「みんなの居場所」事業（24年度開始）　　　　利用者数：年間　227人
（平成21年度から平成23年度については、別紙利用状況等参照）

苦情等の状況

(平成25年1月25日）照明が暗く転倒の危険、風呂はお湯を２日に１回交換、会館内清掃日が少ない。⇒照明の件は節電のため電球を抜い
て交互に点灯させていましたが電球を入れ点灯させました。お風呂に関しては毎日循環式ろ過装置を作動させ、オーバーブローもさせてい
ます。また、毎週土曜日にはお湯抜きし消毒清掃を行い清潔を心掛けています。会館内清掃日については、週3日から4月より週6日行うこ
ととしました。

①平成２１年度：ロビーについて、売店について、施設循環福祉バスについて
②平成２５年度：会館利用についてのアンケートを６月実施予定。

平成24年度
①開館日数　　　　：　295日
②年間利用者数　：　66,128人
③利用者月平均　：　5,511人
④利用者１日平均：　224人
（平成21年度から平成23年度については、別紙利用状況等参照）

(平成24年11月22日）　スリッパが汚らしいと苦情あり。⇒11月24日スリッパ立てを五台購入し、週１回消毒を実施しています。

(平成22年9月1日)　利用者男性風呂上りが暑いのに扇風機が１台では少ない。あと１台何とかしてほしい。　⇒９月３日大浴場、岩風呂に設
置しました。



（６）その他

情報公開

個人情報保護

防災対策等
緊急時への対応

その他

担当課の評価
　 （Ａ、Ｂ、Ｃ） Ａ 個人情報の保護を遵守する体制が整えられた運営がされている。

総合評価

優

コメント

優

コメント

優

コメント

・管理業務の実施に伴い知り得た個人情報の保護及び秘密漏洩防止等については、池田市管理協定書の「個人情報取扱特記事項別紙
３」及び当法人の「個人情報保護規程」に沿って実施しています。

指定管理制度の趣旨に沿った運営が行われており、各種事業も積極的に行われている。施設管理についても良好に行われており、公の施設の設置運営に対
する理解度が高い思われる。

担当課の総合評価
（優・良・可・不可）

指定管理者の自己評価
（優・良・可・不可）

施設の運営管理については、概ね良好である。また、利用者の利便向上のため、土曜日に福祉バスを運行する等、サービス向上に努めていると思われる。
今後はより一層利用者の声を汲み取り、信頼感、公平感、安心感を利用者に与えるような運営を心がけていただきたい。

評価委員会の評価
（優・良・可・不可）

①防災対策
【火災を想定した避難誘導訓練】
・平成21年度　：　8月・9月・12月
・平成22年度　：　6月・11月
・平成23年度　：　8月・12月
・平成24年度　：　8月・2月
【日々の点検】
　自主点検票をもとに防火管理者により点検を毎月実施。

②防犯対策
・セキュリティー会社と契約し、夜間の防犯対策を実施。
・日中は職員の常駐、及び巡回（開館前8：55、閉館後16：30）を実施。
・貴重品管理等の注意を利用者に呼びかけるポスターを掲示。

③利用者の事故対策
・「事業団　安全対策マニュアル」に添って対応。
・職員全員が普通救命講習修了証を取得
・該当事例なし

①環境整備について
　利用者に安全・快適に施設を利用して頂く為、ロビーの改修や浴場の改修等に努めました。
　（主だった整備状況については、別紙：「環境整備一覧」参照）

②利用証の発行
　利用者数の正確な把握と６０歳以上の池田市民以外の利用及び不審者の進入を防ぐ為に平成21年6月より実施しました。

③「趣味の部会」の自主的な活動の促進及び援助
・部会主催の行事への援助。
・部会長会議・役員会議への出席と調整。

・指定管理制度の趣旨を理解するとともに、当法人のキャッチフレーズである「よりそう想い　つながる心」をモットーに日々運営を行い、利用者サービスの利便
向上を図ると共に節電等の経費削減にも努めました。
・他市の老人福祉センター指定管理受託の経験を生かし、安心・安全で快適な施設運営に活用しています。
・土曜日利用者の利便向上等のサービス向上に努めたこともあり、受託当初の平成21年度と比較して24年度
　の年間延べ利用者数は約4,000人増加しました。
・地域関係機関の事業協力を積極的に受け、地域に密着した公共施設としての役割を担いました。

・情報公開の申し出はありませんでした。



評価シート（３）利用者状況

施設 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 備　　　　考

開館日数 294 296 295 295

年間利用者数 62,382 65,113 63,152 66,128

月平均利用者数 5,199 5,426 5,263 5,511

１日平均利用者数 212 220 214 224

事業：健康相談 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 備　　　　考

相談日数 94 87 102 100

年間利用者数 858 961 1,012 1,058

月平均利用者数 72 80 84 88

１日平均利用者数 9 11 10 11

相談日：毎週火・金、１３：３０～１５：００

事業：ヘルストロン（機
能回復訓練）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 備　　　　考

利用日数 294 296 295 295

年間利用者数 21,891 23,004 20,828 20,586

利用者数月平均 1,824 1,917 1,736 1,716

利用者数１日平均 74 78 71 70

事業：入浴サービス 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 備　　　　考

利用日数 164 292 282 291

年間利用者数 11,937 23,924 23,491 27,226

年間利用者数（男/女） 5,541/6,396 11,538/12,386 11,484/12,007 13,871/13,355

利用者数月平均 995 1,994 1,958 2,269

利用者数１日平均 73 82 83 94

事業：いけてるキャン
パス（老人大学）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 備　　　　考

開講日数 12 12 12 12

年間参加者数 1,611 1,335 1,256 1,083

平均参加者数 134 111 105 90

事業：みんなの居場所 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 備　　　　考

開館日数 － － － 100

年間利用者数 － － － 227

年間利用者数（男/女） － － － 80/147

利用者数月平均 － － － 19

利用者数１日平均 － － － 2

利用日：毎週火・金、１０：３０～１４：００

指定管理者の管理運営に関する評価シート別紙

平成２４年４月開
所

①平成21年度
は、　8～3月分
②平成23年度に
浴場設備改修工
事実施。








