
様式５ 

令和 元年 10月 21日 

茨木市福井多世代交流センター 管理運営事業計画書 

 

〇事業計画書の枠、文字サイズ、行間は必要に応じて、変更しても構いませんが、１設問に対して１ページ以内に収めてください。 

〇写真等、補足事項については、別紙参照とし、こちらの事業計画書には要点を絞り、記載してください。 

〇当事業計画書に記載された内容は、原則として仕様書に規定されたものとみなします。 

（指定後に、市との協議により実施を取りやめることになる場合は、その限りではありません。） 

 

１.管理運営の基本方針と意欲 

【１－１】管理運営の基本方針 

施設の性格、設置目的、業務内容、市の施策を踏まえ、管理運営業務を行っていく総合的な方針につい

て記載してください。 

高齢化社会が社会問題となっている今日、その対策が急務となっている。 

この多世代交流センターにおいて、健康づくりに意識をもって自主的に機能訓練や介護予防運動を活

発に取り組める環境を作ります。 

 その具体策として、理学療法士や作業療法士を配置して、高齢者の残存機能の維持向上を目指し、ま

た歯科衛生士による口腔機能向上に関する講座の開催、地域包括支援センターに所属している社会福祉

士や保健師による認知症やうつ予防についての講話などを行い、参加者自身に予防意識を根付かしてい

きます。 

 同時に高齢者の生きがいづくりや仲間づくりの為のゲートボール、グランドゴルフが快適に行える環

境を整備し、また高齢者に人気のカラオケシステムの充実などを図ります。 

 子ども交流・支援センターでは、シニアプラザにて養成されたシニアの方々を招聘して講師になって

いただき、高齢者と子ども達とのふれあう機会を多く設け、日本の伝統の遊び、物づくりなどを通して 

高齢者と子ども達との交流を深めます。そうすることによって、高齢者は自身が子ども達の役に立って

いるとの責任感と生きがいを見出して、毎日の生活のハリが出来、より健康的な生活が送れることを目

的にきっかけつくりを行います。 

 また将来の担い手である中高生が、その学力向上のため自習室を開設して、快適な環境かつ居住地に

近い場所で、学習ができる環境を提供します。必要に応じて、教育経験者や現役大学生などを非常勤雇

用して、学習での助言的立場となって、利用する中高生の学習支援を行います。 

 

【１－２】管理運営を行う意欲 

指定管理者に応募する動機、施設の効用を最大限に発揮させる意欲について記載してください。 

 これまで子どもや高齢者、障がい児者、地域福祉の向上を目的にこれまで当法人は、全力で取り組んでまいりました。このセンターを

指定管理するにあたり、近年問題となっている、平均寿命と健康寿命の差の拡大、高齢者の孤立化、子ども達の学習能力の低下に注目し

課題解決に向け施設の機能を存分に活かしてまいります。具体的には、高齢者が健康的に自立した毎日を過ごしていただけるよう介護予

防運動や健康維持に役立つ講座等をシニアプラザで要請された講師を中心に招聘して開催、高齢者自らが健康意識を持続して持っていた

だけるよう様々な趣向を凝らした企画をして、より多くの高齢者の方々に参加していただきます。 

 また、これまで利用していただいていた利用者はもちろんのこと新規利用者の拡大に向け、法人独自で事業の周知活動（チラシの配布

や機関誌の発行など）を行い、事業のアピールにも尽力してまいります。 

 同時に子ども達の学習意欲と学力向上のため、静かに学習に集中できる環境を整備して提供します。必要に応じて、教育関係者や現役

大学生を非常勤にて雇用して、学習のアドバイザーとなっていただき、生徒たちの悩み事に迅速に対応してまいります。 

 高齢者と子ども達がふれあう場面づくりでは、互いのニーズをこれまで法人で培ってきたノウハウによって掘り起こし、互いが楽しい

何度も参加したいと感じていただけるよう法人全事業所がバックアップして取り組んでいきます。 

 これまでの当法人の実績をご承知いただき、当法人に任せて良かったと実感していただけるよう積極果敢に取り組んでまいります。 

 

 

 



 

２.管理運営を行う能力 

【２－１】経営状況、財務規模 

募集要項に記載の、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書により、財務分析を行うため、記載は不要です。 

 

【２－２】類似施設・事業の管理運営・実施実績 

類似施設または事業名 事 業 内 容 実施場所(住所) 実績年数 

認定こども園 

ちとせ學院 

子ども達の人格を重視して自主性を重んずるモンテッソーリ教育を掲げ、

現在、150名の園児の保育を行っている。 
茨木市庄 2－7－35 41 年 

介護老人福祉施設事業 
要援護高齢者に入居していただき日常生活上（入浴、食事、排泄等）にお

いて、自立した生活が営めるよう機能訓練を含めた介護、援助を行う。 
茨木市庄 2-7-38 19 年 

通所介護事業 
在宅の要援護高齢者に通所していただき、入浴や食事を提供して同時に機

能訓練を行って機能の低下を防止して、在宅生活の維持継続を支援する。 
茨木市庄 2-7-38 19 年 

訪問介護事業 
在宅の要援護高齢者に対して訪問介護計画に沿って、適時適量に訪問して

生活援助や身体介助などを行い、在宅生活の継続を支援する。 
茨木市庄 2-7-38 19 年 

居宅介護支援事業 
在宅の要援護高齢者に対して、その人らしく日常生活を送っていただける

よう課題解決のため介護保険サービスの調整を行う。 
茨木市庄 2-7-38 19 年 

地域包括支援センター

事業 

高齢者が安心かつ健全に日常生活が送れるようにアウトリーチによって地

域課題を抽出し、課題解決に向け社会福祉士等の専門職員が相談等に対応。 
茨木市庄 2-7-38 11 年 

認定こども園 

ちとせ學院めぐみの森 

市立庄保育所の民営化により、当法人が庄保育園として運営、待機児童対

策として、平成 29年 4月に新築移設してめぐみの森として改名し運営。 

茨木市戸伏町 

13－35 
9 年 

認知症対応型 

通所介護事業 

在宅の認知症高齢者に通所していただき、入浴や食事、機能訓練などを提

供して機能低下を予防して在宅生活の継続を支援する。 

茨木市寺田町 8-20 

ピアハイツ幸１ 
8 年 

放課後等デイサービス 
18 歳までの発達障害児を小学校や支援学校の放課後に車両にて迎えに行き

心理カウンセラーや支援員により情緒の安定、機能訓練等自立支援を行う。 
茨木市庄 1-13-27 8 年 

認定こども園 

ちとせ學院 DUE南茨木 

旧ＪＡ南茨木の跡地に開園、モンテッソーリ教育を掲げ、定員 70名にて運

営する。 

茨木市沢良宜西 

1-47-2 
6 年 

※類似施設、事業に該当するのは、老人福祉センター、高齢者活動支援センター、多世代交流センターまたは、それに類する高齢者向け

事業、子ども向け事業です。 

※実績年数が長い順に上から記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３.施設管理運営の考え方と方策 

【３－１】従事者の雇用及び労働者福祉の考え方 どちらかに〇をつけてください 

 
(1) 現行職員のうち、意欲がある者については、継続雇用をする考えはありますか。 はい 〇 いいえ  

(2) 就職困難者(障害者、一人親家庭の父母、障害者、高齢者、失業者等)の雇用について以下のとおり回答してください。 

 

①【障害者の雇用について】 どちらかに〇をつけてください 

 
ア  障害者雇用促進法が定める、障害者の法定雇用率について、対象事業主ですか。 はい 〇 いいえ  

 イ－１ 【障害者の雇用義務がある事業者】 

障害者雇用率について、法定雇用率は達成していますか。 

※ハローワークへの報告書の控えを提出してください。 はい 〇 いいえ  

 イ－２ 【障害者の雇用義務がない事業者】 

障害者を雇用していますか。(パートタイム等の短時間労働も可とする)  

②「市内在住者の雇用」及び「障害者を除く就職困難者(一人親家庭の父母、高齢者、失業者等)の雇用」に対する具体的な考え方

や提案を記載してください。 

・通勤その他の利便性を鑑み、市内在住の方を優先的に雇用するようにしている。就職困難者

（ひとり親家庭の父母、高齢者、失業者等）に関しては、関係機関や市担当課、当法人のＣＳ

Ｗ等からその対象者の雇用に関する相談があった場合は、無資格であってもその方の能力、適

性を見極めた上、施設での業務を分解して、出来る業務から就労していただいている。 

また、保護監察局や保護司との連携により保護観察下にある方や、刑期を終えた刑余者につ

いても更生保護の観点から雇用しており、社会参加の一助を担っている。 
 

実績がある場合は、この１年間の雇用人数や雇用職種等の実績を、下記に記載してください。 

雇用人数 １名 
主な 

雇用職種 
総務（運転手） 

主な 

就職困難事由 
保護観察下 

 

【３－２】人員配置 

 (1) 配置する予定の人員の数、勤務体制、保有資格者等について、記載してください。（必要に応じて、図や表を挿入すること。） 

 常勤管理者を１名配置して、施設の総合的管理を行います。 

 また、開所時間が午前９時から午後６時になることを踏まえて業務仕様書にもあるように常時２名を

正非雇用者によって体制を整えます。 

 介護予防事業においては、より専門的助言指導ができるように理学療法士または、作業療法士を配置

して、健康増進や身体機能の維持に関心が高い利用者の要望に迅速に対応できる体制を整えます。その

際、運動機能訓練時の緊急対応が図られるようバックアップ施設の庄栄エルダーセンター診療所より、

実施時間内において看護師を派遣し、緊急対応に備えます。 

  

(2) 人員を安定的に配置するための、募集や採用方法について記載してください。 

 ハローワークへの求人票の提示、法人機関紙、ホームページへの掲載を常時行い、求人活動を常

に行っている。 

 また、現、職員の紹介なども積極的に協力してもらえるよう普段より職員に協力をお願いしし

ている。 

 応募者の採用については、バックアップ施設である庄栄エルダーセンターで面接を行い、適材

適所に配置できるようにしている。 
 

 (3) 労働者福祉の考え方 

別添「労働者福祉の考え方チェックシート」参照。 



 

【３－３】人材育成の考え方 

指定後の研修実施予定について、研修名、研修内容、対象者等を、具体的に記載してください。 

※自社主催の社内研修以外の、外部での研修への参加も評価対象としますので、必ず記入してください。 

当該職員には、法人で行っている毎月の学習会への参加を義務付け、また同じく年一回法人内で行って

いる研究発表会にも参加してスキルアップを図ります。内容は、人権に関する事項、接遇、高齢者の身

体のメカニズム、感染症予防についてなどを実施します。 

 また、当該センターの立地条件から高齢者の方々の「足」となっている専用車両による送迎を自主事

業として継続し、自力では利用が大変な利用者の方々にも来所していただけるようにします。 

 

 

【３－４】設備の維持管理及び清掃・衛生管理の考え方  

 (1) 「施設設備の維持管理」及び「清掃や衛生管理」について具体的な取組内容について記載してください。 

※業務仕様書で定める取組に加えて、別の取組を実施する場合は、両者の違いが明確となるように記載してください。 

 施設設備については、定期的に専門業者による点検を実施し、点検報告書については、ファイ

リングをして保管いたします。 

 修繕等が必要な箇所が発覚した場合は、市担当課と協議して直ちに修繕の対応をします。 

 また機能訓練等に使用する器具などメンテナンスを必要とするものには、「点検台帳」を整備し

て毎日始業点検をして、異常の有無を確認し利用者の皆様に安全かつ快適に利用いただくように

努めます。 

 修繕が必要になった事案については「なぜ、そのような状態になったか」を検証して再発の防

止に努めます。また、簡易な修繕については、放置した状態での重大化を防止するため、随時、

職員が対応します。 
 

(2)  第三者への委託内容及び、業者の選考方法について記載してください。（第三者への委託を実施しない場合は、直営での運営が

可能な理由を記載してください。） 

※業務仕様書に記載のとおり、個々の業務は、市の承認を得ることで、委託が可能です。 

 施設の快適な環境保持のため専門業者へその保全保安業務を基本、現行の業者に委託します。

なお、諸事情により業者の変更及び新規選定の場合、ランニングコスト削減などを含め、２社以

上に現地を視察してもらい、同条件の内容にてそれぞれより見積りを取り、比較検討の上、安価

な業者を市担当課と協議して選定します。 

 

 第三者への委託業務は、以下のとおりです。 

  ①受水槽、高架水槽の清掃業務 

  ②消防設備点検業務 

  ③簡易専用水道法定点検業務 

  ④カーペットクリーニング業務 

  ⑤建築物及び建築設備等定期点検業務 

  ⑥電気工作物保安業務 

  ⑦清掃業務 

  ⑧自動ドア保守定期点検業務 

  ⑨ヘルストロン保守点検業務 

  ⑩リズム体操教室指導業務 

  ⑪世代間交流講師指導                            以上 



 

【３－５】緊急時対策、安全管理  

  緊急時の対応マニュアルが整備状況や、災害等緊急時の訓練、連絡網の整備、職員への意識の徹底などについて、記載してください。 

※整備している場合、該当マニュアルや連絡網を提出してください。 

 緊急時対策マニュアルを作成し、有事の際は、マニュアルに沿って迅速に対応します。 

 また、火災を想定しての消火避難誘導等に関しての訓練を年２回、利用者にも参加してもらい

実施して迅速な対応ができるようにします。 

 地震や台風などの自然災害時には、市からの要請により、二次避難所として開設しその目的が

円滑に機能するよう日頃から市担当課との連携の手順を確認して、対応体制を整えます。 

 また避難された要援護高齢者や障がい者、乳幼児を抱えた方、いわゆる要配慮者を福祉避難施

設として市に登録をしている庄栄エルダーセンターにて必要に応じた措置を図ります。 

 不審者の侵入を防ぐ対応として、受付にて来訪者には氏名を明記していただくなどの策を講じ

ます。同時に盗難などの事件が起こらないようポスターなどを掲示して、利用者に貴重品の管理

について注意喚起を行い、意識づけを図ります。 

 建物や設備の不具合による事故を未然に防ぐため、定期的な点検を行い、危険個所が発覚した

場合、即時、改修改善を行います。 

 事故または事故になる可能性が生じた場合は、「事故報告書」「ヒヤリハット報告書」を随時、

当該職員から提出してもらい、なぜそのような事態に陥ったのかの原因について検証して究明し

て、再発防止に努めます。 

 
 

 

 

【３－６】環境への配慮に関する考え方  

 茨木市グリーン調達方針で定める環境物品の調達や、環境啓発の実施など、環境への配慮について、記載してください。 

 自然環境が豊かな当該センターにおいては、極力、空調に頼ることなく、窓の開閉をこまめに

行い、換気を徹底します。 

 また、地球温暖化現象の防止、限りあるエネルギーの節約を目的として、空調機稼働時は、暖

房を摂氏 20℃、冷房は、摂氏 28℃を目安として設定し、照明についても必要な箇所のみを点灯す

るようスイッチのオンオフをこまめに行います。 

 上記の取り組みについては、当該職員のみならず、館内にポスターなどを掲示して利用者にも

ご協力いただけるようにします。 

 また、ライフライン（電気・ガス・水道）の使用量について、毎日、使用量メーターの数値を

台帳に記載して、その内容を分析して、削減のための具体策を検討して実施します。 

 ゴミの減量については、市で取り組んでおられるように秤を用意して、ゴミの回収の際は、そ

の都度、計量の結果を台帳に記載し、定期的に掲示することで、当該職員はもちろんのこと、利

用者にもゴミの減量を意識していただきます。 

 また、同時に分別によるゴミ回収も、リサイクルのため積極的に取り組みます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【３－７】個人情報の保護及び情報公開  

 自団体や運営する類似施設において、個人情報取扱、情報公開に関するマニュアル等の整備状況や、個人情報の管理方法（個人情報

書類の保管場所や、データ管理のセキュリティ対策等）について、記載してください。 

※整備している場合、該当マニュアルを提出してください。 

 当該施設職員の採用時に当法人で作成した「個人情報取り扱いマニュアル」及び守秘義務など

が記載されている当法人の就業規則を含む雇用契約を締結して、その取扱いについて徹底指導し

ます。 

 また、個人情報に関する書類等のファイルの保管について、金庫または、施錠のできる書庫に

て保管し、その鍵の管理については、管理者が責任をもって管理します。 

 情報公開については、受付窓口に常時、法人の「事業計画書・事業報告書・収支決算書」を閲

覧できるように設置します。また、ホームページ上でも収支報告書の公開を行っています。 

 利用者、地域住民または、関係機関から情報の公開を請求された場合は、法人代表及び施設管

理者、市担当課を含めて、その内容を精査して開示方法などについて協議検討して迅速に対応し

ます。その事例の経過及び対応策については、時系列にまとめて法人代表のもとで保管管理しま

す。 
 

 

 

【３－８】人権尊重への配慮に関する考え方  

 団体における人権尊重の考え方について示す指針等(人権に関する考え方を部分的に掲載しているものでも可) の整備状況や、当該

指定管理施設における、人権尊重に関する考え方について記載してください。 

※整備している場合、該当する指針等を提出してください。 

 正当な理由がない限り、利用を拒むことなく、市民の方々に公平かつ平等に施設を有効活用し

ていただけるよう受付や利用中の対応について、内部研修にて徹底します。 

 また人権に対する意識の維持向上のため、当法人にて毎月実施している業務や人権に関する事

項についての学習会（研修会）への当該職員の参加を必須とします。 

 

（内容例） 

 ・個人情報の取り扱い、同和問題や差別、偏見を防止する人権学習 

・利用者に対する接遇 

 ・セクハラ、パワハラ等の防止について 等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ サービス向上の考え方と方策 

【４－１】利用者ニーズや苦情の把握と対応について 

 (1) アンケート・その他ニーズを把握する取組を実施する場合は、その内容（対象者、項目、時期、回数等）について記載してくだ

さい。 

 年一回、利用者アンケートを実施して、利用者のニーズを把握し「今、何を利用者は求めている

か」を追求し提供することで満足感を得られるものと考える。 

 

 対象者：施設利用者 

 

 項 目：①イベントの内容について 

     ②職員の対応について 

     ③利用時間帯について 

     ④部屋、付帯設備の利用について 

     ⑤部屋、付帯設備の利用料について 

     ⑥利用申込方法について 

     ⑦施設の安全面、衛生面について 

     ⑧室温設定等（快適性）について 

     ⑨送迎車の運行内容の満足度について 

     ⑩利用回数について 

     ⑪その他、自由記述 

 

 実施時期：12月 
 

(2) 苦情対応マニュアルの整備状況や、意見やアンケート結果を踏まえた対応についての考え方を記載してください。  

※整備している場合、該当するマニュアル等を提出してください。 

 利用者や地域の方々からのご意見やご感想、要望や苦情は、「利用しやすい施設づくり」を目指

すにあたり貴重な物であり、迅速に対応することで、いただいた皆様より信頼を得て、結果的に

地域に密着した魅力のある施設になることに繋がります。 

 その具体策として、受付付近に「ご意見箱」を設置して、利用者や地域の方々からのご意見や

ご感想、要望や苦情を伺う体制を整備します。毎日、投函の有無を確認し、いただいた内容につ

いては、管理者及び市担当課に報告して必要に応じて、法人より委託している第三者委員に相談

し、対応策を検討の上、迅速に対応します。 

 回答方法については、施設内に掲示板を設け、内容と対応策について掲示して公表いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【４－２】利用促進・サービス向上及び経費削減等効率化の方策 

 (1)利用者(稼働率)目標値を記入してください。（目標設定する指標は、各施設所管課が定めます。） 

年度 

指標 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 13,000人 13,260人 13,520人 13,800人 14,000人 

同好会利用数 2,600人 2,650人 2,700人 2,750人 2,800人 

団体利用者数 2,300人 2,350人 2,400人 2,450人 2,500人 

      

      

(2) 利用促進のための広報活動及び広報活動以外の取組について、上記目標設定も踏まえて、具体的に記載すること。  

 ①広域からの利用者を確保し、目標数を達成されるべく、送迎車両を効率よく活用する。 

 ②広報活動に関して、機関誌を発行して、施設の役割やイベント等の案内を広く行う。 

 ③自己の健康管理、運動機能の維持管理のため作業療法士や理学療法士、管理栄養士が講座を 

担当して、関心を持っていただき集客する。 

 ④近隣の幼稚園や保育園との交流会を催し、高齢者との交流や親子でも利用できる施設を 

アピールして、集客に努める。 

 ⑤自習室を有効活用してもらうために近隣の中高等学校に赴き、担当教諭に説明を行い生徒の 

利用に繋げる。 
 

(3) 上記の他、利用者満足度を高めるためのサービス向上・経費節減等効率化の方策があれば記載してください。   

 ①利用者の満足度を高めるべく、定期的にサービスの内容についてアンケートを実施し、企画 

の内容や施設の環境、付帯設備の整備などを可能な限り、迅速に対応する。（自習室にインタ 

ーネットの環境の整備、通信カラオケシステム導入、ゲートボール場の 

整地などを実施） 

 ②毎月の光熱水費について、毎月の使用量が一目で把握できるように台帳を整備し、節約に努 

める。また、備品、物品等の購入については、稟議書をあげてもらい、その必要性と価格に 

ついて慎重に検討して購入するようにする。 
 

 (4) 高齢者向け事業に関する方策を具体的に記載してください。 

高齢者の向けの事業を下記のとおり企画し、実施することで高齢者の健康増進、身体機能の維 

持向上、生きがいづくりを図り、毎日の生活にはりを持っていただけるようにする。 

 

 ①同好会等の活動、発表会の開催。（桜祭り、納涼大会、紅葉祭り、新春お楽しみ会 等） 

 ②収穫祭（演芸や模擬店を法人から提供して、楽しんでいただく） 

 ③カラオケ広場、カラオケ体験日、カラオケナイト等開催（高齢者に人気のある楽曲が歌える 

環境づくりのため、通信カラオケシステムを導入する） 

 ④教養講座の開催（高齢者に関心がある内容、テーマを題材として、出前講座や特別講師を招 

聘して開催する） 

 ⑤高齢者に馴染みの内容の映画を上映する。（時代劇やお笑い系の映画など） 

 ⑥リズム体操（リズム体操に精通した講師を招聘し、実施） 

 ⑦健康リハビリ体操（バックアップ施設で雇用している作業療法士による体操を実施） 
  

 (5) 子ども・子育て世代向け事業に関する方策を具体的に記載してください。 

 子どもや子育て世代に興味関心を持っていただける内容の下記事業を企画開催し、健やかね子 

どもの育成と、子育て世代の保護者の育児に関する教養を高めることに努める。 

①ボランティアによるボールや器具を使って、親子で楽しめるニュースポーツイベントの開催。 

②子育てに関する教養講座の開催（カウンセラーや管理栄養士、保育士などによる講座） 

③施設敷地内での親子昼食会などの開催。 



 (6) 世代間交流の促進に関する方策を具体的に記載してください。 

 下記の内容を開催し、普段接する機会が少ない高齢者と子ども達等の交流を図る。 
 

② 高齢者に絵本の読み手を担っていただき、昔懐かしの童話などの読み聞かせ教室を開催。 

 ② 年 4回子ども達シニアマイスター登録講師をお願いし、竹トンボやおはじき、かるたなどの 

作成また囲碁将棋の指導をしていただき、世代交流を図る。 
 

 (7) 介護予防（運動器の機能向上、認知機能低下予防、口腔機能向上等）に関する方策を具体的に記載してください。 

 高齢者に対し、介護を必要となる状態に陥らないようにシニアプラザにて養成された講師を招

聘して、下記の内容で講座を開き、高齢者自身に介護予防の意識を根付かせる。 

 

① 介護予防初級教室の開催「元気いばらき体操」 

    ・健康リハビリ体操の実施 

    ・はつらつ教室の開催「運動クラス」 

  

 (8) 施設の魅力を向上させ、利用促進につなげる方策を具体的に記載してください。 

 アンケート調査の実施、ご意見箱の設置により利用者のニーズ把握に努め、回答内容について、

十分に協議検討し、可能な限り対応策、結果については、掲示板に掲示して迅速に対応する。 

 また、定期的に利用されている団体の代表者との懇談会なども開催し、施設の魅力を向上させ、

利用促進につながる具体策を利用者目線から聞く機会を設けその対策に反映させる。 
 



 

【４―３】自主事業の実施計画 

 (1) 自主事業の具体的な内容を記載してください。 

 

1 

事業名 送迎車両運行事業 参 加 費 無料 

実施時期 開館日（年間） 実施年度 令和2～6年度 

対象者 施設利用者（高齢者） 対象人数 2,050人（令和2年度予定数） 

目的と概要 

・利用者の施設利用の利便性向上と利用促進を図るため。 

・送迎コースを設定して、朝の迎えと夕方の送り便を実行する。また、水曜日のみ正午頃に送り便を臨時 

運行する。 

2 

事業名  参 加 費  

実施時期  実施年度  

対象者  対象人数  

目的と概要  

3 

事業名  参 加 費  

実施時期  実施年度  

対象者  対象人数  

目的と概要  

4 

事業名  参 加 費  

実施時期  実施年度  

対象者  対象人数  

目的と概要 
 

 

5 

事業名  参 加 費  

実施時期  実施年度  

対象者  対象人数  

目的と概要 
 

 

6 

事業名  参 加 費  

実施時期  実施年度  

対象者  対象人数  

目的と概要 
 

 

※ 適宜事業番号及び表を追加してください。 

※ 指定後に上記の事業を実施する場合は、事前に市の承認が必要です。 

 

５.収支計画 

【５―１】指定管理料の見積もり額 
収支計画書で採点します。 

【５―２】収支計画 

 

 

 


