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議案第５７号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

施設の名称及び所在地 指定する団体の名称及び所在地 指定の期間 

竹の子 

兵庫県淡路市志筑２３７

番地５ 

社会福祉法人 

淡路市社会福祉協議会 

会長 小南 廣之 

兵庫県淡路市志筑３１１９番地

１ 

平成３０年４月

１日から平成３

５年３月３１日

まで 

障がい者地域生活拠点ぽ

れぽれ 

兵庫県淡路市浅野南２番

地４０ 

あいあい 

兵庫県淡路市郡家３９２

番地１ 

ひまわり 

兵庫県淡路市久留麻１８

６６番地 
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参考資料 
 

１ 施設の名称 淡路市障害者福祉施設 
 

２ 指定する団体の選定理由 

 この施設は、市内の各地域において、個々の障害者が有する能力及び適性に応

じ、自立した日常生活又は社会生活が営めるように支援する障害者福祉施設であ

り、施設の建設当初から生産活動の機会提供や、就労に必要な能力向上支援等の

障害福祉サービス事業を施設の区域の属する旧町のそれぞれの社会福祉協議会

が継続的に実施している。平成１７年度からは、合併後の淡路市社会福祉協議会

に業務を委託し、設置目的に適合した生活に密着し、継続的に安定した障害福祉

サービスを適切に提供し、さらに、平成１８年４月からは、施設の指定管理者と

してその豊かな経験と実績を生かした管理運営を適切に行っている。そのため、

同協議会については、公共的団体と認められる。 

 以上のことから、この施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、同

協議会のこれまでの実績と安定した経営基盤を下に、同協議会が有するノウハウ

及びスタッフの体制を活用することによって、これまでの障害者とのつながりを

維持し、より障害者の生活と地域に密着したサービスの提供が図られ、地域等の

活力を活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると認められ

るため、引き続き、同協議会を指定管理者として選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成１７年４月１日 

 (２) 基本金   ５００万円 

 (３) 総収益（平成２８年度） ４億８，０７９万円 

 (４) 職員数（平成２９年１０月現在） １２０人 

 (５) 事業内容 

  ア 独自事業 

   (ア) 地域福祉推進事業 

     福祉に関する総合相談、小地域福祉推進組織化の推進、ボランティアセ

ンターの運営、社協広報紙の発行、ふれあいサロンの運営、独居高齢者の

つどい、福祉用具貸与事業、紙おむつ等の斡旋、権利擁護事業、地域総合

支援事業（ハピネット事業）、生活福祉資金貸付事業、小口資金貸付事業、

福祉学習会、安全地区推進支援事業、各関係機関との連絡調整 

   (イ) 介護保険事業 

     居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問看護事業、福祉用具貸与事業、

訪問介護事業 
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   (ウ) 障がい福祉サービス事業 

     多機能型障がい福祉サービス事業（いづかしの杜）、就労継続支援Ａ型

事業（いづかしの杜弁当屋）、就労継続支援Ｂ型事業（竹の子、ぽれぽれ、

あいあい、ひまわり、いづかしの杜なんでも屋）、就労移行支援事業（さ

ぬきうどん「幸来」）、共同生活援助事業（ケアホームいちごの家、ハピく

るの家）、相談支援事業（障がい者サポートセンターハピくるステーショ

ン） 

   (エ) その他の事業 

     淡路市善意銀行の運営、共同募金運動、歳末たすけあい運動の実施 

  イ 市受託事業 

   (ア) 地域支援事業 

     「食」の自立支援事業、高齢者住宅安心確保事業、介護用品支給事業 

   (イ) 高齢者の生活支援サービス事業 

     外出支援サービス事業、軽度生活援助事業 

   (ウ) 生活支援ハウス運営事業 

   (エ) 高齢者自立支援ひろば設置事業 

   (オ) 老人福祉センター施設管理 

   (カ) 移動支援事業（ガイドヘルプ事業） 

   (キ) 相談支援事業（障がい者サポートセンター） 

   (ク) 障がい者地域交流支援事業 

   (ケ) 自立相談支援事業 

   (コ) 生活支援体制整備事業 

 (６) 団体の沿革 

   昭和３０年ころ、旧津名郡５町にそれぞれ任意団体として社会福祉協議会が

発足し、平成１７年４月１日に旧津名郡５町が合併したことを受け、それぞれ

の社会福祉協議会を統合し、現在の淡路市社会福祉協議会として発足する。 

   （旧法人設立年月日） 

    津名町社会福祉協議会 平成 ３年４月 １日 

    淡路町社会福祉協議会 昭和５６年２月２６日 

    北淡町社会福祉協議会 平成 ４年３月３１日 

    一宮町社会福祉協議会 昭和５３年６月２９日 

    東浦町社会福祉協議会 平成 ２年３月２８日 
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議案第５８号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

施設の名称及び所在地 
指定する団体の名称及び

所在地 
指定の期間 

淡路市久留麻老人福祉セ

ンター 

兵庫県淡路市久留麻１８

９４番地１ 

社会福祉法人 

淡路市社会福祉協議会 

会長 小南 廣之 

兵庫県淡路市志筑３１１

９番地１ 

平成３０年４月１日

から平成３３年３月

３１日まで 

淡路市柳沢老人福祉セン

ター 

兵庫県淡路市柳澤甲１６

番地４ 

柳澤地区町内会 

代表 田山 幸治 

兵庫県淡路市柳澤甲１６

番地４ 

平成３０年４月１日

から平成３３年３月

３１日まで 
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参考資料１ 

 

１ 施設の名称  淡路市久留麻老人福祉センター 

 

２ 指定する団体の選定理由 

この施設は、医療、介護及び福祉施設が集合する地域に位置し、老人の健康増

進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目

的とした、東浦地域の高齢者福祉の要となる地域密着型施設である。 

とりわけ、この施設の設置目的に即した管理運営を効率的かつ効果的に行うた

め、従前から地域福祉事業のノウハウ等を有し、様々な福祉サービスを継続的に

安定して地域に提供しており、公共的団体である「淡路市社会福祉協議会」が、

引き続き、管理運営することによって、地域等の活力を活用した管理を行うこと

により事業効果が明確に期待できると認められるので、淡路市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条第

１項の規定に基づき、公募によらず、同協議会を指定管理者の候補者として選定

する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成１７年４月１日 

 (２) 基本金   ５００万円 

 (３) 総収益（平成２８年度） ４億８，０７９万円 

 (４) 職員数（平成２９年１０月現在） １２０人 

 (５) 事業内容 

  ア 独自事業 

   (ア) 地域福祉推進事業 
     福祉に関する総合相談、小地域福祉推進組織化の推進、ボランティア

センターの運営、社協広報紙の発行、ふれあいサロンの運営、独居高齢

者のつどい、福祉用具貸与事業、紙おむつ等の斡旋、権利擁護事業、地

域総合支援事業（ハピネット事業）、生活福祉資金貸付事業、小口資金貸

付事業、福祉学習会、安心地区推進支援事業、各関係機関との連絡調整 
   (イ) 介護保険事業 
     居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問看護事業、福祉用具貸与事業、

訪問介護事業   
   (ウ) 障がい福祉サービス事業 
     多機能型障がい福祉サービス事業（いづかしの杜）、就労継続支援Ａ型

事業（いづかしの杜弁当屋）、就労継続支援Ｂ型事業（竹の子、ぽれぽれ、
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あいあい、ひまわり、いづかしの杜なんでも屋）、就労移行支援事業（さ

ぬきうどん「幸来」）、共同生活援助事業（ケアホームいちごの家、ハピ

くるの家）、相談支援事業（障がい者サポートセンターハピくるステーシ

ョン） 

   (エ) その他の事業 

     淡路市善意銀行の運営、共同募金運動、歳末たすけあい運動の実施 
  イ 市受託事業 

   (ア) 地域支援事業 

     「食」の自立支援事業、高齢者住宅安心確保事業、介護用品支給事業 

   (イ) 高齢者の生活支援サービス事業 

     外出支援サービス事業、軽度生活援助事業 

   (ウ) 生活支援ハウス運営事業 

   (エ) 高齢者自立支援ひろば設置事業 

   (オ) 老人福祉センター施設管理 

   (カ) 移動支援事業（ガイドヘルプ事業） 

   (キ) 相談支援事業（障がい者サポートセンター） 

   (ク) 障がい者地域交流支援事業 
   (ケ) 自立相談支援事業 

   (コ) 生活支援体制整備事業 

 (６) 団体の沿革 
   昭和３０年ころ、旧津名郡５町にそれぞれ任意団体として社会福祉協議会

が発足し、平成１７年４月１日に旧津名郡５町が合併したことを受け、それ

ぞれの社会福祉協議会を統合し、現在の淡路市社会福祉協議会として発足す

る。 

  （旧法人設立年月日） 

津名町社会福祉協議会 平成 ３年４月 １日 

淡路町社会福祉協議会 昭和５６年２月２６日 

北淡町社会福祉協議会 平成 ４年３月３１日 

一宮町社会福祉協議会 昭和５３年６月２９日 

東浦町社会福祉協議会 平成 ２年３月２８日 
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参考資料２ 

 

１ 施設の名称  淡路市柳沢老人福祉センター 

 

２ 指定する団体の選定理由 

  この施設は、老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜

を総合的に供与することを目的とした施設であり、老人福祉センターの機能に加

え、地域密着型施設として地域の活性化と交流の場として活用されており、「柳

澤地区町内会」が建設当初から同施設を核として、生涯学習活動、地域コミュニ

ティ活動を中心とした自主的な管理運営を地域ぐるみで行っている。 

  とりわけ、この施設の設置目的に即した管理運営を効率的かつ効果的に行うた

め、当該地域の住民で構成する同町内会が、引き続き、地域等の活力を活用した

管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると認められるので、淡路市公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年淡路市条例第１

９号）第５条第１項の規定に基づき、公募によらず、同町内会を指定管理者の候

補者として選定する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 団体の沿革 

   西上、西下及び柳澤東の３つの町内会で構成された柳澤地区町内会は、地域

町内会の連携したコミュニティ活動の推進を図ることを目的としている。柳沢

老人福祉センター建設当初（昭和５４年４月）から、同施設を核として、生涯

学習活動、地域自治コミュニティ活動を積極的に展開し、同施設の管理を行い、

また、平成１８年４月からは同施設の指定管理者として管理運営を行っている。 

 (２) 世帯数 １４６世帯（西上６２世帯、西下３６世帯、柳澤東４８世帯） 
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議案第５９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市北淡総合福祉センター 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市浅野南２番地４０ 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１)名 称 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 会長 小南 廣之 

 (２)所在地 兵庫県淡路市志筑３１１９番地１ 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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参考資料 

 

１ 施設の名称  淡路市北淡総合福祉センター 

 

２ 指定する団体の選定理由 

この施設は、高齢者にデイサービス事業及び在宅支援事業の必要な便宜を提供

することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした、北淡地域の高齢

者福祉の要となる地域密着型施設であり、旧北淡町社会福祉協議会に施設の建設

当初からデイサービス事業を委託し、地域の福祉サービスの増進を図っている。 

とりわけ、この施設の設置目的に即した管理運営を効率的かつ効果的に行うた

め、従前から地域福祉事業のノウハウ等を有し、様々な福祉サービスを継続的に

安定して地域に提供しており、公共的団体である「淡路市社会福祉協議会」が、

引き続き、管理運営することによって、地域等の活力を活用した管理を行うこと

により事業効果が明確に期待できると認められるので、淡路市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条第

１項の規定に基づき、公募によらず、同協議会を指定管理者の候補者として選定

する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成１７年４月１日 

 (２) 基本金   ５００万円 

 (３) 総収益（平成２８年度） ４億８，０７９万円 

 (４) 職員数（平成２９年１０月現在） １２０人 

 (５) 事業内容 

  ア 独自事業 

   (ア) 地域福祉推進事業 
     福祉に関する総合相談、小地域福祉推進組織化の推進、ボランティア

センターの運営、社協広報紙の発行、ふれあいサロンの運営、独居高齢

者のつどい、福祉用具貸与事業、紙おむつ等の斡旋、権利擁護事業、地

域総合支援事業（ハピネット事業）、生活福祉資金貸付事業、小口資金貸

付事業、福祉学習会、安心地区推進支援事業、各関係機関との連絡調整 
   (イ) 介護保険事業 
     居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問看護事業、福祉用具貸与事業、

訪問介護事業   
   (ウ) 障がい福祉サービス事業 
     多機能型障がい福祉サービス事業（いづかしの杜）、就労継続支援Ａ型

事業（いづかしの杜弁当屋）、就労継続支援Ｂ型事業（竹の子、ぽれぽれ、
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あいあい、ひまわり、いづかしの杜なんでも屋）、就労移行支援事業（さ

ぬきうどん「幸来」）、共同生活援助事業（ケアホームいちごの家、ハピ

くるの家）、相談支援事業（障がい者サポートセンターハピくるステーシ

ョン） 

   (エ) その他の事業 

     淡路市善意銀行の運営、共同募金運動、歳末たすけあい運動の実施 
  イ 市受託事業 

   (ア) 地域支援事業 

     「食」の自立支援事業、高齢者住宅安心確保事業、介護用品支給事業 

   (イ) 高齢者の生活支援サービス事業 

     外出支援サービス事業、軽度生活援助事業 

   (ウ) 生活支援ハウス運営事業 

   (エ) 高齢者自立支援ひろば設置事業 

   (オ) 老人福祉センター施設管理 

   (カ) 移動支援事業（ガイドヘルプ事業） 

   (キ) 相談支援事業（障がい者サポートセンター） 

   (ク) 障がい者地域交流支援事業 
   (ケ) 自立相談支援事業 

   (コ) 生活支援体制整備事業 

 (６) 団体の沿革 
   昭和３０年ころ、旧津名郡５町にそれぞれ任意団体として社会福祉協議会

が発足し、平成１７年４月１日に旧津名郡５町が合併したことを受け、それ

ぞれの社会福祉協議会を統合し、現在の淡路市社会福祉協議会として発足す

る。 

  （旧法人設立年月日） 

津名町社会福祉協議会 平成 ３年４月 １日 

淡路町社会福祉協議会 昭和５６年２月２６日 

北淡町社会福祉協議会 平成 ４年３月３１日 

一宮町社会福祉協議会 昭和５３年６月２９日 

東浦町社会福祉協議会 平成 ２年３月２８日 
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議案第６０号 

 

   公の施設の指定管理者の指定に関する件 

 

 次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。 

 

  平成２９年１２月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１) 名 称 淡路市高齢者生活福祉センター 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市北山７１２番地 

 

２ 指定する団体の名称及び所在地 

 (１) 名 称 社会福祉法人淡路市社会福祉協議会 会長 小南 廣之 

 (２) 所在地 兵庫県淡路市志筑３１１９番地１ 

 

３ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 
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参考資料 

 

１ 施設の名称 淡路市高齢者生活福祉センター 

 

２ 指定する団体の選定理由 

  この施設は、高齢者にデイサービス事業及び必要な便宜を提供し、並びに居宅

において生活することが困難な高齢者に居住機能を提供することにより、高齢者

の福祉の増進を図ることを目的とした、一宮地域の高齢者福祉の要となる地域密

着型施設であり、旧一宮町社会福祉協議会に施設の建設当初からデイサービス事

業及び生活支援ハウス事業を委託し、地域の福祉サービスの増進を図っている。 

とりわけ、この施設の設置目的に即した管理運営を効率的かつ効果的に行うた

め、従前から地域福祉事業のノウハウ等を有し、様々な福祉サービスを継続的に

安定して地域に提供しており、公共的団体である「淡路市社会福祉協議会」が、

引き続き、管理運営することによって、地域等の活力を活用した管理を行うこと

により事業効果が明確に期待できると認められるので、淡路市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条第

１項の規定に基づき、公募によらず、同協議会を指定管理者の候補者として選定

する。 

 

３ 指定する団体の概要 

 (１) 設立年月日 平成１７年４月１日 

 (２) 基本金   ５００万円 

 (３) 総収益（平成２８年度） ４億８，０７９万円 

 (４) 職員数（平成２９年１０月現在） １２０人 

 (５) 事業内容 

  ア 独自事業 

   (ア) 地域福祉推進事業 
     福祉に関する総合相談、小地域福祉推進組織化の推進、ボランティア

センターの運営、社協広報紙の発行、ふれあいサロンの運営、独居高齢

者のつどい、福祉用具貸与事業、紙おむつ等の斡旋、権利擁護事業、地

域総合支援事業（ハピネット事業）、生活福祉資金貸付事業、小口資金貸

付事業、福祉学習会、安心地区推進支援事業、各関係機関との連絡調整 
   (イ) 介護保険事業 
     居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問看護事業、福祉用具貸与事業、

訪問介護事業   
   (ウ) 障がい福祉サービス事業 
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     多機能型障がい福祉サービス事業（いづかしの杜）、就労継続支援Ａ型

事業（いづかしの杜弁当屋）、就労継続支援Ｂ型事業（竹の子、ぽれぽれ、

あいあい、ひまわり、いづかしの杜なんでも屋）、就労移行支援事業（さ

ぬきうどん「幸来」）、共同生活援助事業（ケアホームいちごの家、ハピ

くるの家）、相談支援事業（障がい者サポートセンターハピくるステーシ

ョン） 

   (エ) その他の事業 

     淡路市善意銀行の運営、共同募金運動、歳末たすけあい運動の実施 
  イ 市受託事業 

   (ア) 地域支援事業 

     「食」の自立支援事業、高齢者住宅安心確保事業、介護用品支給事業 

   (イ) 高齢者の生活支援サービス事業 

     外出支援サービス事業、軽度生活援助事業 

   (ウ) 生活支援ハウス運営事業 

   (エ) 高齢者自立支援ひろば設置事業 

   (オ) 老人福祉センター施設管理 

   (カ) 移動支援事業（ガイドヘルプ事業） 

   (キ) 相談支援事業（障がい者サポートセンター） 

   (ク) 障がい者地域交流支援事業 
   (ケ) 自立相談支援事業 

   (コ) 生活支援体制整備事業 

 (６) 団体の沿革 
   昭和３０年ころ、旧津名郡５町にそれぞれ任意団体として社会福祉協議会

が発足し、平成１７年４月１日に旧津名郡５町が合併したことを受け、それ

ぞれの社会福祉協議会を統合し、現在の淡路市社会福祉協議会として発足す

る。 

  （旧法人設立年月日） 

津名町社会福祉協議会 平成 ３年４月 １日 

淡路町社会福祉協議会 昭和５６年２月２６日 

北淡町社会福祉協議会 平成 ４年３月３１日 

一宮町社会福祉協議会 昭和５３年６月２９日 

東浦町社会福祉協議会 平成 ２年３月２８日 

 


