
令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 

文教福祉常任委員会資料 

健康長寿部健康生きがい課 

 

 

 

 

令和元年度宇治市東宇治地域福祉センターの指定管理者事業報告について 

 

 

 

 宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第１１条に基づき、別紙

のとおり報告いたします。 
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 令 和 元 年 度  事 業 報 告 書 
令和2年5月29日 

施 設 名 宇治市東宇治地域福祉センター 

団 体 名 一般財団法人 宇治市福祉サービス公社 

代表者名 理事長  塚 原 理 俊 

（１）業 務 実 施 状 況 報 告（令和元年度） 

【管理運営の方針と結果】 

「利用者とともに、市民とともに～利用者本位のあたたかいサービスの提供」をモットーに以下の運営方

針を掲げた。 

―運営方針― 

・ 地域に根ざした福祉活動の拠点 

・ 地域福祉活動の交流の場 

・ 市民のニーズに合った施設 

・ 安全で安心な施設  

―結果― 

・ 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に配置されている専門職が、介護相談等の相談に対応

を行った。 

・ 使用登録団体の活用や当社事業であるデイサービスにて保育園や小学生との世代間交流を開催した。 

・ 地域の自主防災組織と共同で、宇治市東消防署の協力の下、災害訓練を実施した。 

・ 昨年度から取り組んでいた使用登録団体ＰＲ冊子を作成し関係者に配付を行った。 

・ 年3回管理運営委員会を開催し、貸館申込状況、利用状況、センターの安全管理等について報告、議

論を行った。 

・ 毎月、衛生委員会を開催し、感染症対策として入館者への手洗いの励行を徹底した。また今年度後半

は新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、液体石鹸、ペーパータオル、アルコール消毒液の補充、

施設内の定期的な消毒、換気の徹底等を実施し、感染防止に努めた。 

・ 施設の清掃、エレベーターの点検保守、風呂の水質検査・温泉ガス処理装置稼働確認等を実施した。 

 

【施設の平等利用の考え方と実施した対策】 

―平等利用の考え方― 

・ 東宇治地域福祉センターは常に利用者に開かれたものとし、公の施設であることを常に念頭におき､

センター利用者に対し､公平な運営を行う。 

―実施した対策― 

・ 一部の館内ルールを守られない利用者には、口頭や啓発案内でルール・マナーの遵守を訴えるととも

に、全利用者が快適に過ごしていただけるよう配慮した。 

 

【施設管理状況】１．利用拡大の取組結果 

【令和元年度の取組結果】 

1．管理運営委員会 年3回開催 

→地域福祉センターの管理運営の報告や施設の利用状況報告等を協議。団体登録は現在28団体 

各委員や団体登録する団体に積極的にセンター利用の呼びかけをお願いした。  

第1回管理運営委員会 令和元年5月28日（火）10時  出席者7名 

第2回管理運営委員会 令和元年9月24日（火）10時  出席者9名 
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第3回管理運営委員会 令和元年12月17日（火）10時  出席者5名 

2．使用登録団体ＰＲ冊子の作成 

平成30年度より取り組んできた使用登録団体同士のつながり強化と利用促進を目的に、各団体の取り

組み内容を紹介したＰＲ冊子が完了し、関係者に配付を行った。 

 

3．東宇治地域福祉センター前駐車場花植え事業（不定期開催） 

   地域福祉センターの美化活動の一環として花植えを行い、周辺美化活動を実施した。 

      

4．参院議員選挙投票所として使用 

  令和元年7月21日に開催された、参議院議員選挙の投票所として使用した。 

 

【平成30年度の取組結果】 

1．管理運営委員会 年5回開催 

→地域福祉センターの管理運営の報告や施設の利用状況報告等を協議。団体登録は現在31団体 

各委員や団体登録する団体に積極的にセンター利用の呼びかけをお願いした。  

第1回管理運営委員会 平成30年 5月22日（火）10時  出席者10名 

第2回管理運営委員会 平成30年 9月25日（火）10時  出席者7名 

第3回管理運営委員会 平成30年11月27日（火）10時  出席者8名 

第4回管理運営委員会 平成31年 1月22日（火）10時  出席者8名 

第5回管理運営委員会 平成31年 3月26日（火）10時  出席者7名 

 

2．東宇治地域福祉センターコミュニティカフェ開催 

（宇治市福祉サービス公社主催・東宇治地域福祉センター管理運営委員会共催） 

  地域の皆様に福祉センターや公社事業を知っていただく機会や参加を促し、センターの付加価値を 

  高める取り組みを行った。 

  平成30年10月20日（土）13時～15時  入場者140人 

3．東宇治地域福祉センター前駐車場花植え事業（不定期開催） 

   地域福祉センターの美化活動の一環として花植えを行い、周辺美化活動を実施した。 

 

【平成29年度の取組結果】 

1．管理運営委員会 年6回開催 

地域福祉センターの管理運営の報告や施設の利用状況報告等を協議。団体登録は現在30団体 

各委員や団体登録する団体に積極的にセンター利用の呼びかけをお願いした。  

※本年度使用登録団体に対して運営規則に基づき3年に一度の登録更新を実施した。 

2．東宇治地域福祉センターのつどいとコミュニティカフェ開催 

（宇治市福祉サービス公社主催・東宇治地域福祉センター管理運営委員会共催） 

  地域の皆様に福祉センターや公社事業を知っていただく機会や参加を促し、センターの付加価値を高

める取り組みを行った。 

  第1回目 平成29年10月14日（土）14時～16時  入場者255人 

  第2回目 平成30年 2月24日（土）11時～13時  入場者87人    合計342人 

3．東宇治地域福祉センター前駐車場花植え事業（2回開催） 

地域福祉センターの美化活動の一環として管理運営委員のメンバー中心に花植えを行い、周辺の美化

活動を実施した。 

 

【平成28年度の取組結果】 

1．管理運営委員会 年6回開催 

地域福祉センターの管理運営の報告や施設の利用状況報告等を協議。団体登録は現在33団体 

各委員や団体登録する団体に積極的にセンター利用の呼びかけをお願いした。  

  子育てサークルや健康運動教室、男の料理教室の団体使用が増えている。 
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2．東宇治地域福祉センターのつどいとコミュニティカフェ開催（宇治市福祉サービス公社主催） 

地域の皆様に福祉センターや公社事業を知っていただく機会や参加を促し、センターの付加価値を高

める取組を行った。 

  第1回目 平成28年10月8日（土）13時～15時  入場者165人 

  第2回目 平成29年2月18日（土）11時～13時  入場者117人    合計282人 

3．東宇治地域福祉センター前駐車場花植え事業（6回開催） 

地域福祉センターの美化活動の一環として管理運営委員のメンバー中心に花植えを行い、周辺の美化

活動を実施した。 

 

【平成27年度の取組結果】 

1．管理運営委員会 年6回開催 

地域福祉センターの管理運営の報告や施設の利用状況報告等を協議。団体登録は現在33団体 

各委員や団体登録する団体に積極的にセンター利用の呼びかけをお願いした。  

  子育てサークルや健康運動教室、男の料理教室の団体使用が増加した。 

2．東宇治地域福祉センターのつどいとコミュニティカフェ開催（宇治市福祉サービス公社主催） 

地域の皆様に福祉センターや公社事業を知っていただく機会や参加を促し、センターの付加価値を  

高める取り組みを行った。 

第1回目 平成27年10月17日（日）13時～15時  入場者130人 

第2回目 平成28年 2月20日（土）11時～13時  入場者70人    合計200人 

   この結果、デイルーム利用者数は対前年度増で、貸館件数・貸館利用人数は対前年度増となった。 

3．折坂ぽっぽカフェ～介護者のつどい （1回開催） 

  平成27年7月16日（木） 14時00分～15時30分 参加者7人 

  介護者の不安や悩みを介護者同士で支え、サポートする事業を実施した。 

  「何が変わったの？？～介護保険制度改正についてのポイント～」  

4．東宇治地域福祉センター前駐車場花植え事業（6回開催） 

地域福祉センターの美化活動の一環として管理運営委員のメンバー中心に花植えを行い、周辺の美化活動

を実施した。 

      

【施設管理状況】２．広報実施結果 

・ センター受付窓口や書棚にてセンターパンフレットや市の委託事業のリーフレットを設置し、掲示板

等に案内し、利用促進に努めた。 

・ 健康増進法の改正に伴う敷地内禁煙について、灰皿の撤去並びに掲示を行い、スムーズな導入が実施

できた。 

【施設管理状況】３．職員配置状況 

センター長     1名（宇治市福祉サービス公社東宇治事業所所長兼任） 

 

受付・管理職員   4名（東宇治デイサービスセンター長、デイサービスチーフ、事業所事務、 

及び営繕         管理人） 

              

浴室清掃      2名（東宇治デイサービスセンター補助員兼任） 

 

【施設管理状況】４．地域、関係機関、団体、登録団体等との連携結果 

―連携の考え方― 

・ 宇治市や住民団体等との共同イベント等を積極的に進めるとともに､それらが開催するイベント等へ 

積極的に支援協力をする。 

―連携の結果― 

1．2019年新田地区自主防災会防災訓練 

開催日時        令和元年11月23日（土）13時00分～15時00分 
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参加人数        40名 

内  容        消火訓練、簡易担架作成、煙体験等 

 

2．サマーキャンプの開催 

  開催日時        令和元年8月2日(土曜日)10時00分～16時00分 

  参加者         2名（南部小学校 宇治黄檗学園宇治小学校） 

  内容          介護技術体験、ペースト食・刻み食の試食、特殊浴槽入浴体験、認知症に

ついての座学学習等 

 

3． 保育園との交流（なかよし保育園交流会） 令和元年9月16日～同年9月22日 

 

4. 中学校との交流 

・宇治黄檗学園中学校 令和元年6月7日 

・北宇治中学校    令和元年6月27日・28日 

・東宇治中学校    令和元年7月11日(プランターの贈呈) 

・宇治黄檗中学校   令和元年10月17日・18日  

・木幡中学校     令和元年11月7日・8日  

 

5.大学生との交流 

京都橘大学、同志社女子大学、同志社大学から実習生受け入れ実施 

教員免許取得のための介護等体験      7名 計35日 

 

6.まごころ園夏祭り      令和元年7月31日（水曜日） 

 

7.東宇治デイサービスセンター（認知症対応型）運営推進会議 

   令和元年10月30日（火）11：00～12：00  

内容：利用状況（スライドショーで紹介）や事故苦情報告、利用者・家族の声、地域の声を 

   反映し、サービスの資質向上に努めた。 

 

8．東宇治地域福祉センター前駐車場花植え事業 

   地域福祉センターの美化活動の一環として隣接する駐車場内の花壇に花植えを行い、周辺 

   の美化（花植え、草抜き等）の活動を実施。 

      

9．地域団体との連携 

三室戸学区福祉委員会第25回定期総会出席    令和元年5月11日（土）菟道集会所 

南部学区福祉推進委員会令和元年度定期総会出席  令和元年5月19日（日）東宇治地域福祉センター 

南部学区福祉ふれあいバザー           令和元年9月15日（日）南部小学校 

東宇治地区民生児童委員協議会定例会       令和2年2月 1日（土）東宇治コミセン 

菟道地区民生児童委員協議会合同勉強会      令和2年2月14日（金）東宇治地域福祉センター 

 

10.使用登録団体ＰＲガイドブックを作成し配付 

 

【施設管理状況】５．トラブル対応、防犯、防災対策状況 

1． 消防訓練の実施。（避難訓練・通報訓練・消火器訓練）  
第1回 令和元年 6月18日（火曜日) 総合訓練 

第2回 令和元年10月24日（木曜日）通報訓練 

第3回 令和元年10月31日（木曜日）避難誘導訓練 

2.災害ボランティアセンターの訓練に参加。   令和2年2月1日 

3.施設管理人による定期防犯・防火巡回の実施。  
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4.浴室一般開放開催時の体調不良者発生への対応。 令和2年2月14日 

 

【施設管理状況】６．利用者要望の把握状況及び実施策 

・お風呂の一般開放時、女性用の浴室に男性が入室することがあるとの申出(市民の投書) 

→男女の浴室がわかりやすいようにのれんを購入し対応 

・二階デイルームに設置しているヘルストロンにカバーをかけてほしい(窓口で申出) 

→3台分のカバーを設置 

・休館の案内をわかりやすくしてもらいたい(窓口で申出) 

→宇治市からの掲示用案内の他、センター独自の啓発案内を作成 

・改修工事中のトイレの設置希望（窓口及び電話にて申出） 

→担当課に伝え設置 

 

【サービス向上取組内容】 

【令和元年度の取組結果】 

宇治市健康生きがい課と協議の上、修繕を実施した箇所 

  令和元年5月  ボイラーエレクトロード・スタビライザー ＵＶセンサー 圧力スイッチ交換 

  令和元年5月 二階研修室エアコン室内機修繕 

  令和元年7月 二階料理教室オーブンレンジ修繕 

  令和元年10月 二階男性用トイレ配管修繕 

令和元年10月 一階脱衣室エアコン修繕 

令和元年12月～令和2年2月 二階トイレ、デイルーム、一階エントランス工事 

令和2年1月 エアコン室外機修繕 

令和2年2月 エアコン室外機修繕 

令和2年2月 ガス警報器の更新 

令和2年3月 貯湯タンク漏水対応 

令和2年3月 身体障害者用トイレフラッシュバルブの交換 

令和2年3月 消防設備（火災通報設備バッテリー）修繕 

 

【平成30年度】 

  平成30年7月 二階女子用トイレ便座交換          

  平成30年7月 手すりの点検                

  平成30年8月 二階男子用トイレ換気扇交換         

  平成30年8月 二階デイルーム テレビ交換         

  平成30年8月 二階地域交流室マイク交換          

  平成30年9月 二階男子トイレ、女子トイレ水栓レバー交換  

  平成30年9月 二階身体障害者用トイレ水栓交換       

  平成30年11月 感染症対策のため浴室マットの導入      

  平成30年11月、12月 二階調理室 まな板ストッパー購入      

  平成30年12月 二階調理室 水漏れ対応           

  平成31年3月 二階調理室 製氷機入替           

  平成31年3月 ＰＡＳ交換工事               

  平成31年3月 一階食堂エアコン室外機修繕         

平成31年3月 受水槽定水位弁交換             

 

【平成29年度の取組結果】 

平成29年5月 給水設備加圧ポンプユニット更新       

平成29年5月 ボイラー漏水                

平成29年5月 貯湯タンク安全弁              

平成29年6月 膨張タンク修繕               

平成29年7月 変圧器及び電力量計器取替工事        

平成29年9月 一階玄関誘導灯               
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平成29年10月 二階男子トイレスリッパ交換及び増設     

平成29年10月 ボイラーガス弁交換             

平成30年1月 二階地域交流室ワイヤレスマイク交換         

平成30年3月 エレベーターインターフォンバッテリー    

平成30年3月 エレベーター停電用バッテリー        

平成30年3月 バックアップバッテリー           

 

【平成28年度の取組結果】 

エレベーターメインリレー交換（4ヶ所） 

機械室内湧水用ポンプ取替工事 

機械室内給湯管の漏水工事（パイプ交換） 

浴室2排煙窓工事 

機械室内薬注入ポンプ取替工事 

2階女子トイレ洗面台用の配管修繕工事 

デイルーム用カーペット2枚防炎タイプ交換、脱衣室入口暖簾2枚防炎タイプ交換 

機械室内貯湯タンク上空気弁からの漏水緊急工事及びその取替工事 

機械室循環ポンプ（バルブ）修理及び温調計取替工事 

機械室膨張タンクの取替及び制御盤タイマーの取替 

 

【平成27年度の取組結果】 

消防設備受信バッテリー交換 

電気管理モニター（デマンド装置）の設置 

浴室1タイル目地埋め修繕工事 

浴室1タイル取り替え工事 

エレベーター バックアップバッテリ－取り替え工事 

消火器1本取り替え 

センター内換気扇クリーニング清掃 

エアコン室外機基盤修理（浴室・脱衣室・1Ｆ調理室・機能訓練室） 

浴室設備昇温系配管及び温度計等の修理 

地域福祉センター植木剪定  

 

【管理経費縮減の具体策と結果】 

【令和元年度の取組結果】 

・ 浴室利用の市民の方には資源を大事に使っていただくため、カランから水・湯の出しっぱなしがない

よう節水運動へのご協力を訴えた。 

・ 夜間不要電灯の節電、エアコンの必要部所のみの起動、夏季エアコン始動時の一斉入力回避（部屋ご

とに始動）などにより電気料金の節約に努めた。 

・ 電気/水道/ガス使用量の日常管理。                                   

  電気/水道/ガス利用状況を日々確認し、漏水等の未然防止対策として日常管理を定着させた。 

・ デマンド監視装置による最大消費電力の管理を行った。 

 

平成27年度から令和元年度の経費（光熱水費）実績  

 

  平成27 

年度 

平成28 

年度 

平成29 

年度 

平成30 

年度 

令和元 

年度 

前年度比

（％） 

電気 千円   1,080   998 1,042 933 906 97.1 

ガス 千円 846 685   711 725 699 96.4 

水道 千円 1,223 1,345 1,311 1,232 1,139 92.5 

合計 千円 3,149 3,028 3,064 2,890 2,744 94.9 
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【平成30年度の取組結果】 

・ 浴室利用の市民の方には資源を大事に使っていただくため、カランから水・湯の出しっぱなしがない

よう節水運動へのご協力を訴えた。 

・ 夜間不要電灯の節電、エアコンの必要部所のみの起動、夏季エアコン始動時の一斉入力回避（部屋ご

とに始動）などにより電気料金の節約に努めた。 

・ 電気/水道/ガス使用量の日常管理。                                   

  電気/水道/ガス利用状況を日々確認し、漏水等の未然防止対策として日常管理を定着させた。 

デマンド監視装置による最大消費電力の管理を行った。 

 

【平成29年度の取組結果】 

・ 浴室利用の市民の方には資源を大事に使っていただくため、カランから水・湯の出しっぱなしがない

よう節水運動へのご協力を訴えた。 

・ 夜間不要電灯の節電、エアコンの必要部所のみの起動、夏季エアコン始動時の一斉入力回避（部屋ご

とに始動）などにより電気料金の節約に努めた。 

・ 電気/水道/ガス使用量の日常管理。                                   

  電気/水道/ガス利用状況を日々確認し、漏水等の未然防止対策として日常管理を定着させた。 

・ デマンド監視装置による最大消費電力の管理を行った。 

・ 宇治市環境企画課グリーンカーテン事業に取り組む。 

平成29年5月9日～5月18日まで水道設備故障に伴い、地域福祉センターは閉館 

 

【平成28年度の取組結果】 

・ 浴室利用の市民の方には資源を大事に使っていただくため、カランから水・湯の出しっぱなしがない

よう節水運動へのご協力を訴えた。 

・ 夜間不要電灯の節電、エアコンの必要部所のみの起動、夏季エアコン始動時の一斉入力回避（部屋ご

とに始動）などにより電気料金の節約に努めた。 

・ 電気/水道/ガス使用量の日常管理。                                   

  電気/水道/ガス利用状況を日々確認し、漏水等の未然防止対策として日常管理を定着させた。 

デマンド監視装置による最大消費電力の管理を行った。 

 

【平成27年度の取組結果】 

・ 浴室利用の市民の方には資源を大事に使っていただくため、カランから水・湯の出しっぱなしがない

よう節水運動へのご協力を訴えた。 

・ 夜間不要電灯の節電、エアコンの必要部所のみの起動、夏季エアコン始動時の一斉入力回避（部屋ご

とに始動）などにより電気料金の節約に努めた。 

・ 蛍光灯の間引きを行った。 

・ 電気/水道/ガス使用量の日常管理。                                   

電気/水道/ガス利用状況を日々確認し、漏水等の未然防止対策として日常管理を定着させた。 

 

【管理能力】職員研修計画と実施状況 

―職員研修計画― 

・ 施設管理人に対する接遇研修の実施。（電話対応によるマニュアル作成し、模擬訓練実施） 

―実施状況― 

・ 年1回施設管理人とヒアリングを行い、管理人業務指導を行った。 

 

【個人情報保護措置と実施状況】 

・ 指定管理者は当法人が定める「個人情報保護規程」に基づき、基本方針及び利用目的を掲げ、個人情

報の漏洩、滅失､毀損の防止､その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。また 

令和元年度は個人情報の開示請求はなかった。 
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【情報公開対応と実施状況】 

・文書の開示等情報公開については当法人が定める「情報公開規程」に基づき取り扱う。 

・ 令和元年度情報公開請求はなかった。 

 

【その他】特記すべき事項 

・ 特になし。 
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（２）施 設 利 用 状 況 報 告（令和元年度） 

 

【施設利用状況】１．入館者数 

 

平成27年度から令和元年度の入館者数（人） 

 

 区分 平成27 

年度 

平成28 

年度   

平成29 

年度 

平成30 

年度 

令和元 

年度 

前年度比 

（％） 

デイルーム利用者数 7,995 7,552 7,764 6,827 4,740 69.4 

浴室利用者数 7,009 6,575 6,905 6,064 5,170 85.3 

料理教室 4,277 2,423 2,808 2,250 1,900    84.4 

地域交流室・研修室 15,482 16,780 16,541 14,221 11,762 82.7 

合計 34,763 33,330 34,018 29,362 23,572 80.3 

 

※12/4～2/24の間、2階トイレ、デイルームの改修工事を実施、デイルームは2/24まで休止、浴室は12/21

～1/19まで休止、貸館は休止せず。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3/3～3/31 浴室・デイルーム休止 団体利用自粛 

 

 

 

【施設利用状況】２．貸館状況 

 

平成27年度から令和元年度の貸館状況 

 

区分 件数

人数 

平成27 

年度 

平成28 

年度 

平成29 

年度 

平成30 

年度 

令和元 

年度 

前年度比

（％） 

料理教室 件数 

人数 

150 

4,277 

116 

2,423 

154 

2,808 

109 

2,250 

113 

1,900 

103.7 

84.4 

地域交流室 

・研修室 

件数 

人数 

557 

15,482 

511 

16,780 

508 

16,541 

461 

14,221 

372 

11,762 

80.7 

82.7 

合計 件数 

人数 

   707 

  19,759 

   627 

  19,203 

662 

19,349 

570 

16,471 

485 

13,662 

85.1 

82.9 
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（３）管 理 経 費 収 支 状 況 報 告（令和元年度） 

 （単位:千円） 

施設名 宇治市東宇治地域福祉センター 

 予定金額 実績 内容 備考 

収入 

市からの 

委託料 

 

6,928 

  

7,170 
指定管理料   7,170  

その他     

収入合計（Ａ） 6,928 7,170    

支出 

人件費 2,178 2,187 
賃金・法定福利費等       

 2,187   
 

事務費 84 220 

   

消耗品費           120 

通信運搬費等        91   

印刷製本費          9   

         

 

管理費 4,666 4,763 

光熱水費         2,744   

委託料          1,689 

修繕料             330   

 

事業費 0 0   

その他 0 0   

支出合計（Ｂ） 6,928 7,170    

収支（Ａ）－（Ｂ） 0 0    

※ １年間の収支を記入すること（年度途中開館の場合は開館から年度末まで） 

  内容は詳細に記入し別途資料がある場合は添付すること 
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（４）－１ 事 業 実 施 状 況 報 告（令和元年度） 

※事業＝公の施設において市が主催し指定管理者が実施する各種講座・講演会等    

事業名 目的・内容 実施時期・回数 
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（４）－２ 事 業 収 支 状 況 報 告（令和元年度） 

団体名  一般財団法人 宇治市福祉サービス公社               

 （単位:千円） 

事 業 名 

事 業 実 施 予 算 ・ 決 算 等 

参加人数と 

１人あたり参

加 費 

収 支 

（Ａ）－（Ｂ） 

収入 支出（Ｂ） 

市からの  

委 託 料 

参 加 費 

（ Ａ ） 

講 師 

謝 金 

材 料 費

等 
そ の 他 

        

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

 

       

       

計 
       

       

※ 各欄上段＝予定額、下段＝実績で記入すること 

 

 


