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北九州市立戸畑障害者地域活動センター指定管理者検討会 会議録

１ 開催日時   平成２８年９月３０日（金）１８：００～１９：４０

２ 場  所   北九州市役所３階 大集会室

３ 出 席 者   （検討会構成員）大野構成員、緒方構成員、門田構成員（座長）、

川邊構成員

         （事務局）保健福祉局障害者支援課長、他３名

４ 会議内容

○構成員の互選により、座長を選出

○指定管理者候補の選定基準、採点の注意事項等について、事務局より説明

○応募団体より提案概要に関してヒアリング

（構 成 員） 精神、知的、身体および難病の方を受け入れているとのことだが、

センター内でこうした方々は交流をしているのか、それとも独自の

カリキュラムで支援しているのか。

（応募団体） 障害種別にとらわれないところがうちの施設の特徴である。多機能

事業として４事業を実施しているが、障害の程度に合わせて、求め

られるサービスが異なり、比較的重度の方が生活介護事業を利用さ

れ、精神、知的の方で軽度であれば就労継続支援のＢ型、より軽い

方で一般就労を目指せる方は、就労移行支援事業を利用しており、

そういった方々が１つのフロアで一緒に交流を図ることもある。ま

た、それぞれの事業は、その特質に合わせて活動している。

（構 成 員） うまく相互にやっているということか。

（応募団体） はい。

（構 成 員） 施設に伺った際、洗濯工房のクリーニング作業でプロが利用するよ

うな機械もあったが、安全面等で注意されていることはあるのか。

（応募団体） 洗濯工房における作業の安全面としては、危険な作業についてはも

ちろん職員が一緒に行う。また、本人の能力や作業のレベルに合わ

せた役割分担をお願いしている。

（構 成 員） ベテランよりも若い支援員が多いようだが、ベテラン職員の経験は

大きなポイントになると思う。神奈川県の事もあるが、職員の定着

率アップのために職員の処遇など、長く安心して勤められることは、

非常に大事なポイントと思うが、そのあたりはどのような対応を行

っているのか。

（応募団体） 職員については、若い２０代、３０代の職員が約４０％、残り６０％

がそれ以上の職員となっている。定着のための取り組みとしては、

今年度から実施したメンター制度がある。この制度は、例えば新し
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く学校を卒業した新人職員に対して、メンターを付けるもので、職

員の人事異動においても、以前からいた職員がしっかりと付いて指

導することで、異動時の不安を解消している。また、職員提案制度

を設けており、事業計画などに職員の思いを一緒に反映する取り組

みを行っている。

（構 成 員） 基本理念のことなどは、分かりやすくて、親しみやすいものになっ

ている。理念に沿って色々な対応や創意工夫をしながら実践されて

いる。ただ、少し見えにくいと思ったことは、今のメンター制度を

導入して新人教育を行い、先輩職員も自ら反省するところが見つか

り、とてもよいが、限られた時間で業務はたくさん抱えているため、

それぞれの課題があるのではないか。現状維持にとどまらず、もう

少し、課題に踏み込んで話をして欲しい。

（応募団体） メンター制度は、今年度に導入したが、実は職員提案制度の中で提

案され、昨年１年掛けて議論してきた。４月にはメンター向けの研

修だけではなく、その上司に対しても研修を行い、メンター個人に

任せるのではなく、組織的にきちんと新採職員を育てていくことと

した。わが法人では新卒の職員の採用を今年度再開したが、それま

では、長年、嘱託職員を内部登用することが基本であったため、内

部でゆっくりと職員を育てるという風土が、若干薄めになっていた。

今回のメンター制度を導入する中で、新しい職員を教えながらの業

務は、やはり一番負担と思っていたが、聞いてみると制度の評価が

高く、先輩職員自身が勉強になるという意見をもらい有り難いと思

っている。

定着率の問題、処遇の問題、様々あり、そもそもストレスも大変多

い。こうした中、神奈川であのようなこともあり、偏見が助長され

るという思いもある。仕事も色々あり、本当にメンターに時間が取

れるのか、実効的な方策を取れるのかということが、実は最大の問

題である。当法人としては、普通は仕事を減らすと人を減らすのが

経済原則であるが、この業界に関しては、これをやるとストレスが

きつくなるということで、あまり適切でないと考えている。しかし、

効率化はやらなければならず、効率化を行った部分の余裕を研修や

心のケアといったところに加重していきたいと考えている。

（構 成 員） 人材の定着の一つのポイントとして、給与というところもあると思

うが、収支計画書の人件費が平成２７年度決算に対して、４００万

円程減っていたが、これは２７年度が多かったのか、それとも減ら

す方向なのか。

（応募団体） 人件費については、戸畑活動センターの中で相談支援業務を実施し

ていたが、６月から法人に場所を移して、相談支援事業のセンター

化を図ったため、その分の人件費が減少している。

（構 成 員） 平成２７年度に比べて平成２９年度の収入が減っているが、どうい

った計画になっているのか。

（応募団体） 主な収入としては、利用者をどれだけ受け入れたかというところに
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なるが、２７年度で一番目だったところでは、就労継続支援事業の

Ｂ型の利用者が過去最高を記録したが、これが定着するかというと

そうではなく、実際に２８年度の現在の登録数は動いていることか

ら、収入を修正しているところである。４事業を行っているが、そ

れぞれに特徴があり、例えば就労移行支援事業、自立訓練事業は、

期限が２年というのがあり、２年が終了し、契約が終わると１名減

で、その後すぐに１名増やすことができればプラスマイナス０とな

るがそうはいかず、収入確保の難しさがある。Ｂ型については、先

程説明したとおり２７年度は極端に多い。生活介護事業は、なかな

か難しいところもあるが、毎年１名ずつ増やし、平均５千人（年延

人数）ぐらいになればと考えている。

（構 成 員） 就労事業収入が年々減少傾向にあると思うが、これはＢ型の事業の

登録者数が影響しているのか。

（応募団体） ２５年度と比較するとかなり減っているが、これは法人の中の２つ

の事業所で大型量販店のＰＯＰ印刷のチラシを作る作業により、年

間６千万から７千万円の収入があったが、これが一気になくなり、

大きな減少となった。

（構 成 員） 現状、登録者数については、増減があるとのことであったが、登録

者数に対して、業務量が足りないといった状況にあるような書き振

りが少しあるが、企業訪問などをして受注を増やしていくのか。

（応募団体） 登録者数が過去最大であるため、センター内で収めることが、非常

に厳しい状態になっている。このため、一番よい業務として、清掃

作業である。これは利用者さんの就職体験としての効果もあり、み

なさん力を付けていただいているところである。今後も一般企業や

マンション、ビルの清掃作業を取れるように開拓を行っていきたい。

当法人全体としても仕事をいただいていることは非常に大事である

が、収入だけではなく、やりがいや生きがいということを含めて、

トータルとして非常に大事であると思っている。来年度は計画段階

であるが、専任できるスタッフを雇用して、強化していきたいと考

えている。

（構 成 員） 工賃について、他のセンターと比べて戸畑の工賃が低いというのは

どういった理由なのか。

（応募団体） 戸畑活動センターは１０年未満ということもあり、開設当初に特別

支援学校から色々な方に来ていただいたが、その時に、基本的には

能力として厳しい部分もあるが、就労したいという意思のある方達

には働いていただこうということで、支援区分３、４といった方達

も就労継続支援Ｂ型で受け入れている。このため、法人全体から見

ると作業内容からも金額が下がってしまう。

（構 成 員） 意欲的な取り組みを色々とされており、とても参考になった。先程

のポイント制度はひとつ興味深いが、これは全員の利用者さんに対

して導入されているのか。

（応募団体） ポイント制度については、生活介護の利用者さんについてのみであ



4

る。

（構 成 員） 個別の支援や計画との関係の中でのポイントになるが、場合によっ

ては一人ひとりの状況をある程度見ながらポイントの目標値を立て

る必要がある。その際、メンターなどのアドバイスを受けながら取

り組んでいるのか。

（応募団体） 個別支援計画の内容については、サービス管理責任者が中心となり

アドバイスをしている。

（構 成 員） 一方で目標値を高く付け過ぎると、逆にポイント制度が利用者さん

にとっては負担となる場合があり、あまり訓練要素が強くなるポイ

ント制度を導入すると今のような状況が生じる。メンターにおいて

もメントリングというのはあくまで上司ではないので、そうすると

より専門性を求められることになる。職員の方々の結び付きはとて

も良いが、専門性を上げるスキルアップや、場合によっては、ポイ

ント制度に関しても外部の有識者の意見を聞きながら振り返るとい

ったことはされているのか。

（応募団体） 例えば、ポイント制度は生活介護の利用者の方に限られるが、機能

訓練において、月に２回作業療法士が来て、話し合いで無理のない

目標を掲げた個別支援計画を立て、これだけは１日がんばっていく

ようにし、あとは同意の下で無理のない範囲をポイント制度に反映

させている。

（構 成 員） 導入されてみた印象はどうか。

（応募団体） みなさん意欲的で、例えばポイント制度とお仕事掲示板というもの

を一緒に実施しているが、ポイント制度に加えてお仕事も私は今日

一日がんばりたいという意欲の助長に繋がっている。

（構 成 員） 職員提案制度は定期的に提案を行っているのか、それとも随時提案

があるのか。

（応募団体） 平成２１年度に制度を作り定着しているが、随時受け付けている。

受付は常務理事が行い、多くはメールで受けている。色々な場面で

センター長からの助言があり提案をしてくるため、大変貴重な提案

を頂いている。提案は審査会を設けて、常務理事とセンター長等で

審査し、内容によって採択している。また、報奨規則を設け、動機

付けも含めた取り組みを行っている。このようにパン作りやメンタ

ー制度を含めて、色々な提案を一緒にやっていく環境ができればと

思っている。

○構成員は、提案概要のヒアリングと質疑応答を受けて各自評価レベルを記入。

○審査項目「指定管理者としての適性」について協議し、各構成員の評価レベルを

再度確認したうえで、検討会としての評価レベルを決定

（構 成 員） 職員採用におけるメンター制度の導入や職員の資質・能力向上を図

る取り組みでは、資格取得をした場合などに祝金を出すなど非常に

力を入れている。また、ある施設では知的障害と精神障害との交流

などを以外と避けているセンターもあると聞くが、うまくやってい
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ると聞き、感心出来る面もあると感じた。

（構 成 員） 全体的な感想としては、それぞれの分野において、課題というか、

今後どういうところに努力していきたいという絞込みが薄いと感じ

た。色々なことをやって、成功、実績を上げているという書かれ方

をしていて、そのままだと４・５という評価になると思ったが、北

九州障害者福祉事業協会は、長年の経験・キャリアがあり、色々な

職員がおられるので、今回の提案は普通に感じられた。もう少し前

進するような明るい話というか、先ほど収益が減額されていた部分

があったが、そういう現実に対して今後どう取り組んでいくかとい

うエネルギー的なものが薄い気がしたため、厳しめの点数に敢えて

させてもらった。

（構 成 員） 財政基盤については、法人やセンター単独で見ても問題はない。

（構 成 員） 理念を明確に示しており４とした。人的なところでは財源は別にし

て、職員提案制度やメンター制度など人材基盤の安定化を特徴的に

出していると感じた。ただし、実績・経験については、個人的な意

見だが、３２名中８名だけが有資格者で、全体の２５％しかおらず、

今後、もっと専門性をあげて欲しいということで、少し辛めの３と

した。

○審査項目「有効性」について協議し、各構成員の評価レベルを再度確認したうえ

で、検討会としての評価レベルを決定

（構 成 員） 事業所の中で４種類の工房を設け、企業外の活動といろいろな取り

組みを行っているので評価できると思った。利用者の満足度８５％

はどこも同じくらいの数字が出ている。コミュニケーションの取り

組み、情報提供やイベントなど行っているので４の評価とした。

（構 成 員） 十分良くやっていると思うが、営業・広報活動が地域限定的で、や

やマンネリ感があるのではないかという気がした。もう少し広げて

もいいのではないかと思う。もう少し創意工夫、ノーマライゼーシ

ョンに対する市民アピール、特に若者に対するアピールを入れて欲

しいという思いがあり、３の評価とした。また、満足度は８５％あ

り、概ね妥当と考え４とした。

（構 成 員） 個人計画ではＰＤＣＡサイクルを取り入れ、利用者一人ひとりにあ

ったサービスの提供に努めている。ただ、営業・広報活動では当た

り前の内容となっていたことは気になった。利用者の満足度は、一

般センターがどのくらいの評価なのかわからなかったが、８５％は

高いと思った。工賃向上のための具体的な取り組みは、具体性があ

まりなかったと感じた。

（構 成 員） 設置目的の達成においては、各種プログラム、ＰＤＣＡサイクルや

特に個別的な障害特性にあった個別訓練の実施を導入していたり、

利用者への取組において積極的な取り組みがなされていると思った。

また、家族支援においても定期的な相談会などはもちろん、色々な

意欲的な取り組みがなされていたので４とした。利用者の満足度の
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向上においては、目標を８５から８８％と９０％に近い満足度とし

ているので高く評価をした。

○審査項目「効率性」について協議し、各構成員の評価レベルを再度確認したうえ

で、検討会としての評価レベルを決定

（構 成 員） 人件費の適正化や事業経費の節減等はどこでも言われていることで

あるが、努力をしているとは感じた。市や利用者への還元提案等も

されていた。収支については、経費節減の取り組みや適正な業者選

択等を実施しているので４とした。

（構 成 員） 当たり前のことを当たり前にされているということで、標準的であ

るとして３とした。

（構 成 員） 指定管理料及び収入においては、費用について競争入札や複数者に

よる見積もりを行い、経費削減に努めている。最近の収支計画につ

いてもう少し詳しく質問したかったが、そこまで聞けなかったもの

の、全体的に努力はされているとは思った。最低限の気になる点は

質問し、実現可能な範囲の収支計画と考えられる。ただ、いまひと

つ数値面において「がんばろう」という意欲が伝わらなかった。

（構 成 員） 何か突出した取り組みは見られなかったため３とした。

○審査項目「適正性」について協議し、各構成員の評価レベルを再度確認したうえ

で、検討会としての評価レベルを決定

（構 成 員） 管理体制がわかりやすく、人的基盤、適正な職員配置もしており、

職員の研修やスキルアップにも努力し、職員の意欲向上の仕組みな

ど取り組んでいる。平等利用に関しても、衛生管理、人権尊重、個

人情報保護、防災体制等、定番の提案であったので、４としたい。

（構 成 員） 管理運営体制では、先ほどヒアリングにおいて、理事長の職員に対

する目線が温かくいいと感じた。理事長が合理的に、しかも杓子定

規ではなく、新しいものを導入しながら、ちゃんと安全性を考えな

がらやっているという発言や、メンター制度に関してもきちんと用

心深くきちんとされていると感じたので４としたい。平等利用につ

いては、どの施設もこれくらいのことはやっていることであった。

また、こうした施設においては、身体能力や防衛力の弱い人達に対

する感染症防止がすごく大事である。提案書では感染症防止につい

ての記載がなかったため気になっていたが、マニュアルには詳しく

記載されていた。ただ、他の施設と同等と判断し、３とした。

（構 成 員） 管理運営体制は、人員配置基準配置数を上回っており、また「工賃

引上げ計画」の目標に沿った人員配置を行っている。また、充実し

た研修や職員の採用やメンター制度の導入もしており、職員の育成

に取り組んでいる。平等利用、安全対策等では、個人情報保護対策

としてセキュリティ強化を行っている。事故発生件数が多いのが気

になった。

（構 成 員） 管理運営体制は、メンター制度や職員提案制度、資格取得祝金制度
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の取り組みなど評価できるので４とした。平等利用等については皆

さんと同様、特に突出した取り組みはないということで３とした。

・協議の上、再考した結果、

評価レベルは、適性（１）管理運営の理念は４、（２）人的・財政基盤は４、（３）

実績・経験は４、有効性（１）設置目的の達成は４、（２）利用者満足向上は４、

効率性（３）指定管理料及び収入は４、（４）収支計画の妥当性及び実現可能性

は３、適正性（５）管理運営体制は４、（６）平等利用等は３に決定。

○付帯意見として、「神奈川県での障害者施設の事件を受けて、これまで以上に利用

者の安全、安心に努めて頂き、職員が安定して長く働ける職場づくりをお願いする」

を付すことで決定。

（構 成 員） 神奈川県での障害者施設の事件を受けて、これまで以上に利用者の

安全、安心に努めて頂き、職員が心の安定、精神面などを支援して

もらい、職員が安心して働ける職場づくりをすることが、利用者に

とっても一番良いことと思う。職員は支援以外の仕事もたくさんあ

るため、負担を減らしてもらいたいということがある。

（構 成 員） 研修が画一的のため、心の余裕が出来るような研修、例えばお花づ

くりやヒーリング的なアロマなどを導入しつつ、両方がリラクゼー

ション、心のゆとりが出来る時間が、施設に勤めている人達にこそ

必要と感じる。メンター制度の課題もあるのではないかと思う。

○事務局は合計得点を発表し、検討会として検討結果について協議

（構 成 員） 提案法人は、そんなにたくさんの施設を持っている法人ではないの

で、ある意味いろいろな取り組みをして欲しいし、取り組めるので

はないかと思っているので、行政からも指導をしてもらえればと思

う。

（構 成 員） 北九州市のリーディングカンパニーであるので、他の福祉系施設の

模範となるよう取り組みという意味で、もう少し先進的なサービス

のあり方があっても良いかという気がする。

（構 成 員） ポイント制度による利用者のモチベーション維持や社会全般への共

存、利用者のニーズにあったサービスを提供している。主体性を重

視した取り組みが、利用者の満足度に繋がっていると思われる。

（構 成 員） 確かに長年の実績はあるが、指定管理という状況の中でより良い施

設運営をしていこうという中で、メンター制度やポイント制度など

意欲的な取組事業が見て取れる気がする。その中で特に人材養成に

おいても、離職率がそんなに高くない状況の中での取り組みがある

かもしれないし、一方で利用者のニーズも受けながら、それを振り

返りとして事業活動の中に取り入れているので、なお一層取り組ん

で頂き、９０％の利用者満足度の目標に向かって、一層の取り組み

を期待したい。
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○応募団体について検討会で審査した結果、全施設において、全体的に市の要求水

準を満たしており、一応の能力を有していることが認められ、最終的な取りまと

めを行い、検討会を終了した。


