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第１回北九州市立小池学園指定管理者検討会 会議録 

 

１ 開催日時  平成２８年７月２５日（月）18：00～19：00 

 

２ 場  所  北九州市役所８階 ８１会議室 

 

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

川邊構成員、別所臨時員 

        （事務局）保健福祉局障害者支援課 西尾課長、 

兒玉係長、竹井主任 

 

４ 会議内容 

○ 構成員の互選により、座長を選出 

○ 当日の配布資料・議事次第、検討会の位置づけ及び検討会の進め方等について、

事務局より説明。 

 

（１）条件付き公募方式採用の妥当性について 

○ 施設の管理運営に関する要求水準及び条件付き公募方式採用の理由等について

事務局より説明。質疑応答。 

（構成員）現法人は、長年の障害児施設運営経験があり、問題行動等に対しても   

高度な専門性・経験を有するスタッフにて支援が行われている。また、

過去 4年間苦情は１件もなく、満足度も高い比率を示している。 

以上より、「条件付公募」方式の採用が適していると考える。 

 

（構成員）施設の専門性、特殊性については、理解したため妥当とする。一方で、

入所者が減少傾向にあり、今後も利用料収入が逓減していく可能性の

高さを考えれば、より効率的な経営手法や新たな収入を確保できるア

イデア・ノウハウを募る視点も本来であればもっと踏み込んで考える

べきではないか。 

 

  （構成員）長年の実績による信頼性は、利用者間、地域との関係性において優れ

ており、職員の育成・配置についても努力が見られる。 

       生活環境等について、ハード面の改善が進めば尚良いのではないか。 

 

 

（構成員）障害者のために長年取り組んでいて、地域との連携、生活支援など高

度な専門性を活かして運営努力がなされている。施設の特徴として、

支援員が親代わりとして対応せざるをえない場合もある。 

     今後、小池学園の特徴に合わせて、研修を重ねて努力して頂きたい。 

     適正に運営されているので、妥当性ありと判断する。 
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（構成員）現指定管理者に対する評価がＣ判定であることや、利用者数が減少し

ていることから、新たな指定管理者を公募することも考えられるが、

最も重要であると思われる利用者の特性を考慮すると、条件付公募と

することは妥当であると考える。 

    

○ 構成員は質疑応答を受けて各自条件付公募方式の妥当性の有無を記入し発表。そ

の後、構成員全員で意見交換。 

 

○ 検討会の意見を受け、条件付公募方式の妥当性の判断について、事務局より説明。 

（事務局）本日は、小池学園について「妥当性有り（この法人に公募させる）」と

結論いただいた。この結論を踏まえ、市として最終的に判断を行い、

条件付公募の手続きを進めたい。 
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第２回北九州市立小池学園指定管理者検討会 会議録 

 

１ 開催日時  平成２８年１０月６日（木）18：00～19：30 

 

２ 場  所  北九州市役所８階 ８１会議室 

 

３ 出 席 者  （検討会構成員等）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 西尾課長、 

兒玉係長、竹井主任 

 

４ 会議内容 

○事務局より検討会の進行について説明 

○指定管理者候補の選定基準、審査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）  応募団体は５１年の長期にわたり、障害施設、保育所等多くの施 

設を運営している。その中でも、小池学園は特殊な施設だと思う。 

親子関係が希薄な子どもたちを引き受けていると聞いているが、保 

護者とのコミュニケーションについてどのように努力しているのか。 

        また、短期入所、日中一時支援など幅広く対応しているが、小池学 

園として最も大切にしている管理運営のポイントは何か。 

 

（応募団体） 小池学園の運営で最も大切にしていることは、子どもたちが安全で 

安心して生活できる場所を提供し、健やかな成長を促すことである。 

        子どもと保護者との関係づくりに関しては、親子参加型のレクレー 

ションを企画したり、保護者が施設に面会に来られたときには成長 

を実感できるような説明や保護者が子どもの成長を喜んでもらえる 

よう配慮している。手紙や電話だけではなく家庭訪問など保護者へ 

のアプローチは今後考えていきたい。 

 

（構 成 員） 児童福祉法の改正があり、障害児入所施設の社会的養護の機能は、 

大舎制から小規模グループケア、地域分散化に移ってきている。こ 

の点について、小池学園としてどのように取り組んでいくのか、ま 

た、既にある程度部分的に実践しているのか。 

 

（応募団体） 現在の建物は大舎制だが、様々な活動に関しては幼児、低学年、 

中高年グループに分けるなど、年齢や目的に応じて提供できるよう 

配慮している。また、できるだけ家庭的な雰囲気をつくるため、小 

部屋で調理実習を行うなど生活スキルの向上に努めている。 

        建物に関しては、再整備を進めており、新施設が完成した場合は、 
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８人の個室のユニットを設け、家庭的な環境で生活ができるように 

考えている。 

 

（構 成 員） 法人全体の財政基盤だが、平成２６年度末と平成２７年度末の事業

活動収支計算書を比較したところ、平成２７年度末になると、社会

福祉事業のサービスの収支がマイナスになっている。大きな理由は

何か。 

        

（応募団体） 総収入と総支出の最終収支差は、1億 3千 9百万円の黒字になって 

いる。収入に関しては、個別の障害福祉サービスの中で、病院に関 

する医療収入や地域支援に関する事業収入など収入が増加している 

ものもある。小池学園の場合は、措置単価が平成２６年から平成２ 

７年にかけて改定になり増加している。ひよりの丘など障害者サー 

ビスなど全体で見ても増加している。 

        支出に関しては、運営に必要な人員について、定期昇給など人件費 

が上昇している。光熱費については、北九州パワーなど新しい電力 

供給会社と契約して、年間を通じた経費削減に努めている。給食費 

については、より安い健康的な食材を購入できるよう努力している。 

        したがって、法人全体では、最終収支差は、1億 3千 9百万円の黒 

字を確保できており、経営基盤としては非常に安定している。 

 

（構 成 員） 最終損益としては、黒字が出ているので、法人としての財政基盤と 

して問題はないと思われるが、本業となるサービス活動の増減のと 

ころで、平成２６年度のところではプラスであるが、平成２７年度 

だとマイナスになっている。その内容を見てみると、人件費が随分 

増加しており、影響していると思われる。人件費の増加理由は何で 

あるか。 

 

（応募団体） 例えば、総合療育センターの医師確保のために新たに医師を雇用し 

たり、児童館運営の中で放課後児童クラブの利用者数の増加に伴い 

職員の数を増加したりするなど、利用者増に伴う対応で職員増につ 

ながり、人件費が増加している。 

 

（構 成 員） 小池学園の収支計画だが、将来、少子化などの理由で利用者数は減 

少傾向と思われるが、平成２７年度に対して平成２９年度は収入が 

増加となっており、その要因は何か。 

 

（応募団体） 平成２７年度の入所数は４４．７人（定員６０人に対する月平均） 

であるが、平成２９年度の入所数は１．６人増加の４６．３人とし 

て収入を計上している。入所以外では、放課後等ディサービスは平 

成２７年度利用実績が３１１６人であるが平成２９年度は３３９２ 

人として、利用者数を増加して収入増としている。日帰りショート 
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も６４２人に対して６８６人に、短期入所についても１９５人に対 

して１９６人にするなど、在宅サービスを充実し通所系サービスを 

多くするなど、できる限りの収入増に向けた計画を立てている。 

 

（構 成 員） 利用者数の増加に向けた努力を行うということか。 

 

（応募団体） ホームページによる募集や小池だよりを学校、地域等に配布して利 

用促進を積極的に図るようにしたい。 

 

（構 成 員） 満足度の向上に関して、児童で構成する自治会を開き、利用者の意 

見や要望を聴取するとのことだが、どの程度開催し、どのくらい意 

見が反映されているか。 

 

（応募団体） 毎月、性別や年齢で分けている住居棟ごとに自治会を開催し、要望 

を聴取している。例えば、テレビを設置して欲しいといった要望に 

ついては費用等の問題があるので職員会議に諮り対応している。勉 

強に関してどのように努力したらよいのかといったことや生活面で 

の安心に関することも指導している。 

 

（構 成 員） 小池学園の利用者に対して、専門性を要する職員が必要となると思 

われる。職員のスキルアップについては、年数を積み重ねれば、専 

門性のスキルが上がるとは言えないと思われる。年齢を積み重ねな 

がら専門性を高めることができれば、中堅者が新任者に対して業務 

サポートできる体制づくりにつながると思われる。 

職員研修と専門性を高める研修（初任者、中堅者）をどう考えてい 

るのか。 

               

（応募団体） 法人本部と小池学園内部ともに、新人・中堅研修を実施している。 

利用者支援の部分と専門性のスキルの面の２つに分けて研修をして 

いる。講師を招聘した研修や、外部研修に参加する研修も実施して 

いる。研修内容について参加した職員のみで留めるのではなく、研 

修に未参加の職員に文面等を使用して伝達し、順次つなげていくよ 

うにしている。 

 

（構 成 員） 企業では、新人が入ってきたときに、このくらいまでのレベルまで 

になって欲しいといった目標値があると思われる。そのため、研修 

や実技的指導が行われていると思う。ただ、１０年勤務したから、 

専門性が上がるとは思わない。研修を受けた後、何らかの振り返り 

があるのか、今後の取り組みに関する考えはあるのか。 

 

（応募団体） 法人として、療育研修を実施している。これは、障害児・者の施設 

で、初任者、中堅者が一緒になったチームを作り、１年間に取り組 
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むテーマを決めて、年間を通じて実施した後、結果については毎年 

３月に障害児・者の施設一同が揃った発表会を実施している。発表 

会については、地域の保育所や幼稚園、学校の関係者が見に来てお 

り、公開している。通所や入所に関する専門性について地域に還元 

し、職員の専門性の質の維持向上に努めている。この発表会は３０ 

年以上継続している。 

 

○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を記入 

○事務局は評価（適否）集計表を発表し、検討会として検討結果について協議 

○評価等についての発表、意見交換。 

 

（構 成 員）  職員の方々が意識改革を行い、サービスの向上に努め、利用者の意 

見を尊重して支援をしている。法人として、５１年の長期にわたり、 

障害施設、保育所等の多くの施設を運営し、千人を超える福祉医療 

の専門職を有している。小池学園についても、各施設間の連携・交 

流により、専門性を有していると思われる。財政的にも安定してい 

る。支援員の経験年数１１．６年というのは、豊富な経験を活かし 

て専門性を有していると思われる。ついては、適正だと判断した。 

 

（構 成 員）  長年の経験によって裏打ちされた理念や基本姿勢が適格である。実 

績経験も十分あり、管理運営人的基盤が整っている。ついては、指 

定管理者としての適正は十分あると判断した。 

 

（構 成 員）  施設の設置目的を理解し、入所児童の社会参加や自立、地域交流を 

目指した基本設計となっている。法人全体で多種多様な専門職が在 

籍しており、人的基盤に問題はないと考えている。 

        法人全体の最終利益が出ていることや、次期繰越活動増減差額はプ 

ラスであり、問題はないと思われる。ただ、法人全体のサービス活 

動増減差額は平成２６年度から平成２７年度にかけてマイナスにな 

っているので、今後もマイナスが続くのであれば、不安な要素にな 

り得るのではないかと思う。ただし、会計基準の移行時期と重なっ 

ており、一概にそのまま比較できなかったので、なかなか判断は難 

しい。ついては、適正だと判断した。 

        入所支援では、入所児童一人ひとりに合った個別支援の提供だけで 

なく、小池まつりなどのイベントを通して、基本方針の一つである 

地域との交流を図っている。保護者との関係についても、イベント 

を通じて積極的に交流を図ろうとしている。 

        満足度に関しても、イベントを各種実施していることから、適正は 

あると考えている。 

        収支計画については、過去の実績と比較して著しい増減はなく、実 

現可能な範囲といえる。 

        管理運営体制や平等利用、安全対策、危機管理体制ついても、適正 
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と判断した。 

 

（構 成 員）  従来の基本理念を含め、平成２１年に新たに時代のニーズに沿って 

見直しがなされ、前向きな取り組みがなされている。 

        実績および専門性のある職員を多数有し、個別支援についてアセス 

メントを行いながら取り組んでいる点も評価できる。収支決算等を 

含めて特に指摘する箇所は見当たらなかった。ついては、適正だと 

判断した。 

 

（構 成 員）  障害の程度も多様で年齢も幅広く、障害児一人ひとりのニーズに合 

わせた取り組みがなされ有効性があると思われる。親子関係が希薄 

なところで、児童会や茶話会等を実施し、運営改善に努力している。 

 

（構 成 員）  利用者のアンケート調査結果で８５％が満足となっているが、残り 

１５％の分析をして、少しでも向上して欲しい。親子関係が難しく、 

家庭から離れざるを得ない児童、重複な障害を持っているからこそ、 

個別ケア、グループを進めていくべきと思う。運営についてマンネ 

リにならず、革新的に踏み込んで欲しいといった気持ちがある。 

 

○総評についての発表。 

 

（構 成 員）  福祉事業団は、障害者のための専門性を活かして生活支援、地域と 

の連携など運営努力がなされている。小池学園では、入所利用者と 

保護者の関係が希薄な方もあり、これからも心やさしく気配りして 

頑張って頂きたい。 

 

（構 成 員）  すでに実施しているかと思うが、障害福祉型施設は地域での社会的 

養護機能を持っており、他者と連携して社会資源を活用して地域連 

携を進めていくのが望ましい。 

 

（構 成 員    入所児童の特性を理解し、個人に合った支援ができるように計画、 

実施している。また、近年の入所児童の家庭環境や入所背景を把握 

し、必要な支援を見極めて取り組んでいる。 

        児童本人だけではなく、保護者のニーズも考慮したうえで、入所だ 

けではなく日帰りショート等を提供している。このようなサービス 

提供を行うことで、地域支援につながると考えられる。 

        入所利用者数の増加については、従来どおりの取り組みの提案内容 

と思われる。少子化や環境変化に伴い、入所利用者数が減少してい 

る中で、従来どおりのホームページの活用などで本当に利用者数が 

増加できるのか若干疑問な面がある。 

 

（構 成 員）  総合療育センターなど専門性のある他の機関からのバックアップを 
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通じて、職員の研修体制や利用者支援をより高められるよう進めて 

欲しいと思う。 

 

（構 成 員）  このところ、障害者に対する状況は、関心が寄せられているのでは 

ないかと思う。これまで以上に利用者の安全安心に努め、職員の方々 

にも福祉マニュアルを再確認していただき、安心して快適に長く働 

ける職場づくりをお願いする。 

 

 

審査項目「指定管理者としての適正」「指定運営計画の適確性」について意見交換 

し、各構成員の評価を再度確認したうえで、検討会としての評価（適否）を決定 

 

○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。 

 

○応募団体について検討会で審査した結果、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。 

 

 


