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京都市老人デイサービスセンター等の指定管理者の候補となる団体の選定結果について 

 

 

京都市では，「京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」に基づき，京都市老人デ

イサービスセンター等（平成１８年４月１日管理開始予定）の指定管理者の候補となる団体（以下「指

定候補者」という。）について，公募を行い，学識経験者等で構成する保健福祉局指定管理者選定等委

員会における意見聴取の結果，下記のとおり選定しましたのでお知らせします。 

なお，選定された指定候補者については，指定候補者を指定管理者とする議案を１１月市会に付議し，

可決された場合には，指定期間開始時から本施設の運営に当たることとなります。 

 

記 

 
１ 施設概要及び指定候補者 
  別表１「施設概要及び指定候補者一覧」のとおり 

 

２  指定期間（予定） 

  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

３ 公募の概況 

（１）応募団体数及び応募団体名 

   別表２「応募団体等一覧」のとおり 

 

（２）募集日程 

要項及び申請書類様式の配布  平成１７年６月３日～ 

質疑の受付          平成１７年６月１３日～６月１７日 

質疑の回答          平成１７年６月２７日 

応募の受付開始        平成１７年７月 ４日 

応募の受付締切り       平成１７年７月１５日 

書類選考等          平成１７年７月１９日～９月１日 

意見聴取の実施        平成１７年９月 ２日 

 

 



４  選定等委員会委員 

                             （敬称略） 

 氏   名 役 職 等 

委員長 木野村
き の む ら

 峯一
みねいち

 学識経験者 

余
よ

 昌英
しょうえい

 京都府医師会（呼吸器内科） 

田中
た な か

 八州夫
や す お

 市民公募委員 

村上
むらかみ

 悦子
え つ こ

 市民公募委員 

委 員 

折坂
おりさか

 義雄
よ し お

 京都市保健福祉局長 

 

５  選定の概況 

京都市老人デイサービスセンター等の指定管理者募集要項（平成１７年６月３日広報発表）に基づ

き，すべての応募団体について評価を行い，指定候補者として最もふさわしいと評価された別表１「施

設概要及び指定候補者一覧」に掲げる各団体を選定したものです。 

 

（１）選定理由について 

   保健福祉局指定管理者選定等委員会において，応募団体の概要，施設の管理運営方針，事業実施，

サービス提供体制，運営経費等の審査基準に基づいて総合的に評価し，選考を行いました。その結

果，次の理由により別表１「施設概要及び指定候補者一覧」に掲げる各団体が，指定候補者とする

にふさわしい団体であると評価されました。 

いずれの団体においても，運営実績については，これまでから高齢者等や地域の福祉の向上に資

する事業に積極的に取り組んでおり，良好な運営実績を有していました。また，事業計画について

も，本市が策定した「京都市民長寿すこやかプラン」等の理念に沿ったものとなっており，各施設

の設置趣旨に合致する実現性の高いものであると評価されました。 

 

今回，２団体から応募のあった「京都市柊野老人デイサービスセンター，京都市柊野特別養護老

人ホーム及び京都市柊野在宅介護支援センター」並びに，「京都市小川老人デイサービスセンター，

京都市小川特別養護老人ホーム及び京都市小川在宅介護支援センター」については，応募団体の概

要においてはほとんど差がない状況でしたが，運営実績及び事業引継ぎ又は事業実施の考え方にお

いて，より具体的な取組や計画を提案した社会福祉法人柊野福祉会及び社会福祉法人京都福祉サー

ビス協会を指定候補者として選定することとしました。 

また，同じく２団体から応募のあった「京都市粟田老人デイサービスセンター及び京都市粟田在

宅介護支援センター」については，応募団体の概要及び事業計画には差がなかったものの，運営実

績等の状況においてより豊富な運営実績をもっている点が評価され，社会福祉法人バプテストめぐ

み会を指定候補者として選定することとしました。 

 

なお，この結果は，指定施設の指定候補者を選定することを目的として，独自の審査基準に基づ

いて選考を行った結果であり，団体の経営状況やサービスの質の格付けを意味するものではありま

せん。 

 

（２）審査結果一覧 

別表３「審査結果一覧」のとおり



【別表１「施設概要及び指定候補者一覧」】 

施   設   概   要 指  定  候  補  者 

施  設  名 所  在  地 延床面積 団  体  名 代表者名 主たる事務所の所在地 

京都市衣笠老人デイサービスセンター 京都市北区平野上柳町28番地の24 463㎡ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 北川 龍一 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 

京都市鳳徳老人デイサービスセンター 京都市北区紫野上鳥田町30番地 413㎡ 社会福祉法人柊野福祉会 杉本 豊平 京都市北区上賀茂中ノ河原町22番地の1 

京都市出水老人デイサービスセンター 京都市上京区日暮通下立売上る西入分銅町

556番地 586㎡ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 北川 龍一 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 

京都市百々老人デイサービスセンター 京都市山科区川田土仏26番地 691㎡ 社会福祉法人栄光会 安田 伊佐男 京都市山科区川田岩ヶ谷町1番地の3 

京都市御室老人デイサービスセンター 京都市右京区花園天授ヶ岡町3番地 444㎡ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 北川 龍一 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 

京都市東高瀬川老人デイサービスセンター 
京都市東高瀬川老人短期入所施設 
京都市東高瀬川在宅介護支援センター 

京都市伏見区北端町44番地の7 1,777㎡ 社会福祉法人京都老人福祉協会 豊田 英次 京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59･60番地 

京都市春日丘老人デイサービスセンター 
京都市春日丘老人短期入所施設 
京都市春日丘在宅介護支援センター 

京都市伏見区醍醐辰巳町12番地の1 1,693㎡ 社会福祉法人京都老人福祉協会 豊田 英次 京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59･60番地 

京都市柊野老人デイサービスセンター 
京都市柊野特別養護老人ホーム 
京都市柊野在宅介護支援センター 

京都市北区上賀茂馬ノ目町10番地の1 2,458㎡ 社会福祉法人柊野福祉会 杉本 豊平 京都市北区上賀茂中ノ河原町22番地の1 

京都市小川老人デイサービスセンター 
京都市小川特別養護老人ホーム 
京都市小川在宅介護支援センター 

京都市上京区小川通今出川下る西入東今町

375番地 6,829㎡ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 森田 昱 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 

京都市東九条老人デイサービスセンター 
京都市東九条特別養護老人ホーム 
京都市東九条在宅介護支援センター 

京都市南区東九条西岩本町1番地の1 9,076㎡ 社会福祉法人カトリック京都司教区

カリタス会 村上 眞理雄 京都市中京区河原町三条上る下丸屋町423番地 

京都市久世老人デイサービスセンター 
京都市久世特別養護老人ホーム 
京都市久世在宅介護支援センター 

京都市南区久世築山町328番地 2,779㎡ 社会福祉法人清和園 大塚 真隆 京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇町58番地 



【別表１「施設概要及び指定候補者一覧」】 
施  設  概  要 指定候補者 

施  設  名 所  在  地 延床面積 団  体  名 代表者名 主たる事務所の所在地 

京都市成逸老人デイサービスセンター 
京都市成逸在宅介護支援センター 

京都市上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神

町650番地の1 632㎡ 社会福祉法人京都社会事業財団 松原 義人 京都市西京区山田平尾町17番地 

京都市仁和老人デイサービスセンター 
京都市仁和在宅介護支援センター 

京都市上京区御前通一条下る東竪町132番地

の1 770㎡ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 北川 龍一 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 

京都市高野老人デイサービスセンター 
京都市高野在宅介護支援センター 京都市左京区高野蓼原町47番地の5 700㎡ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 中島 義和 京都市左京区北白川山ノ元町47番地 

京都市修学院老人デイサービスセンター 
京都市修学院在宅介護支援センター 京都市左京区山端柳ヶ坪町18番地 532㎡ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 中島 義和 京都市左京区北白川山ノ元町47番地 

京都市粟田老人デイサービスセンター 
京都市粟田在宅介護支援センター 

京都市東山区三条通古川町東入分木町80番地

の2 
 

884㎡ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 中島 義和 京都市左京区北白川山ノ元町47番地 

京都市東山老人デイサービスセンター 
京都市東山在宅介護支援センター 

京都市東山区渋谷通本町東入4丁目鐘鋳町

415番地の4 692㎡ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 北川 龍一 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 

京都市日ノ岡老人デイサービスセンター 
京都市日ノ岡在宅介護支援センター 京都市山科区日ノ岡朝田町53番地の11 588㎡ 社会福祉法人緑寿会 吉澤 富美子 京都市山科区大塚野溝町3番地 

京都市勧修老人デイサービスセンター 
京都市勧修在宅介護支援センター 京都市山科区栗栖野打越町17番地 572㎡ 社会福祉法人勧修福祉会 辻 寛治 京都市山科区勧修寺仁王堂町13番地の23 

京都市島原老人デイサービスセンター 
京都市島原在宅介護支援センター 京都市下京区西新屋敷中之町103番地の2 568㎡ 社会福祉法人カトリック京都司教区

カリタス会 村上 眞理雄 京都市中京区河原町三条上る下丸屋町423番地 

京都市陶化老人デイサービスセンター 
京都市陶化在宅介護支援センター 京都市南区東九条東札辻町6番地の1 516㎡ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 北川 龍一 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番

地の1 

京都市西院老人デイサービスセンター 
京都市西院在宅介護支援センター 京都市右京区西院上今田町18番地の3 707㎡ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 森田 昱 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番

地の1 

京都市吉祥院老人デイサービスセンター 
京都市吉祥院児童館 京都市南区吉祥院砂ノ町50番地 752㎡ 社会福祉法人清和園 大塚 真隆 京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇町58番地 

京都市修徳老人デイサービスセンター 
京都市修徳特別養護老人ホーム 
京都市修徳在宅介護支援センター 
京都市修徳児童館 

京都市下京区新町通松原下る富永町110番地

の1 6,628㎡ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 森田 昱 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番
地の1 



【別表２「応募団体等一覧」】                            （５０音順）

施  設  名 応  募  団  体  名 

京都市衣笠老人デイサービスセンター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会  

京都市鳳徳老人デイサービスセンター 社会福祉法人柊野福祉会  

京都市出水老人デイサービスセンター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会  

京都市百々老人デイサービスセンター 社会福祉法人栄光会  

京都市御室老人デイサービスセンター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会  

京都市東高瀬川老人デイサービスセンター 
京都市東高瀬川老人短期入所施設 
京都市東高瀬川在宅介護支援センター 

社会福祉法人京都老人福祉協会  

京都市春日丘老人デイサービスセンター 
京都市春日丘老人短期入所施設 
京都市春日丘在宅介護支援センター 

社会福祉法人京都老人福祉協会  

京都市柊野老人デイサービスセンター 
京都市柊野特別養護老人ホーム 
京都市柊野在宅介護支援センター 

社会福祉法人行風会 社会福祉法人柊野福祉会 

京都市小川老人デイサービスセンター 
京都市小川特別養護老人ホーム 
京都市小川在宅介護支援センター 

社会福祉法人京都福祉サービス協会 社会福祉法人行風会 

京都市東九条老人デイサービスセンター 
京都市東九条特別養護老人ホーム 
京都市東九条在宅介護支援センター 

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会  

京都市久世老人デイサービスセンター 
京都市久世特別養護老人ホーム 
京都市久世在宅介護支援センター 

社会福祉法人清和園  

京都市成逸老人デイサービスセンター 
京都市成逸在宅介護支援センター 社会福祉法人京都社会事業財団  

京都市仁和老人デイサービスセンター 
京都市仁和在宅介護支援センター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会  

京都市高野老人デイサービスセンター 
京都市高野在宅介護支援センター 社会福祉法人バプテストめぐみ会  

京都市修学院老人デイサービスセンター 
京都市修学院在宅介護支援センター 社会福祉法人バプテストめぐみ会  

京都市粟田老人デイサービスセンター 
京都市粟田在宅介護支援センター 医療法人社団行陵会 社会福祉法人バプテストめぐみ会 

京都市東山老人デイサービスセンター 
京都市東山在宅介護支援センター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会  

京都市日ノ岡老人デイサービスセンター 
京都市日ノ岡在宅介護支援センター 社会福祉法人緑寿会  

京都市勧修老人デイサービスセンター 
京都市勧修在宅介護支援センター 社会福祉法人勧修福祉会  

京都市島原老人デイサービスセンター 
京都市島原在宅介護支援センター 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会  

京都市陶化老人デイサービスセンター 
京都市陶化在宅介護支援センター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会  

京都市西院老人デイサービスセンター 
京都市西院在宅介護支援センター 社会福祉法人京都福祉サービス協会  

京都市吉祥院老人デイサービスセンター 
京都市吉祥院児童館 社会福祉法人清和園  

京都市修徳老人デイサービスセンター 
京都市修徳特別養護老人ホーム 
京都市修徳在宅介護支援センター 
京都市修徳児童館 

社会福祉法人京都福祉サービス協会  

公 募 単 位 数  ２４ 

公 募 施 設 数  ５１ 
応 募 団 体 数  １３ 団 体 



【別表３「審査結果一覧」】                        （配点１００点） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施  設  名 団  体  名 得 点 

京都市衣笠老人デイサービスセンター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ９５ 

京都市鳳徳老人デイサービスセンター 社会福祉法人柊野福祉会 ９３ 

京都市出水老人デイサービスセンター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ９６ 

京都市百々老人デイサービスセンター 社会福祉法人栄光会 ９３ 

京都市御室老人デイサービスセンター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ９６ 

京都市東高瀬川老人デイサービスセンター 
京都市東高瀬川老人短期入所施設 
京都市東高瀬川在宅介護支援センター 

社会福祉法人京都老人福祉協会 ９４ 

京都市春日丘老人デイサービスセンター 
京都市春日丘老人短期入所施設 
京都市春日丘在宅介護支援センター 

社会福祉法人京都老人福祉協会 ９３ 

京都市柊野老人デイサービスセンター 
京都市柊野特別養護老人ホーム 
京都市柊野在宅介護支援センター 

社会福祉法人柊野福祉会 ９３ 

京都市小川老人デイサービスセンター 
京都市小川特別養護老人ホーム 
京都市小川在宅介護支援センター 

社会福祉法人京都福祉サービス協会 ９６ 

京都市東九条老人デイサービスセンター 
京都市東九条特別養護老人ホーム 
京都市東九条在宅介護支援センター 

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ９６ 

京都市久世老人デイサービスセンター 
京都市久世特別養護老人ホーム 
京都市久世在宅介護支援センター 

社会福祉法人清和園 ９４ 

京都市成逸老人デイサービスセンター 
京都市成逸在宅介護支援センター 社会福祉法人京都社会事業財団 ９８ 

京都市仁和老人デイサービスセンター 
京都市仁和在宅介護支援センター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ９４ 

京都市高野老人デイサービスセンター 
京都市高野在宅介護支援センター 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ９５ 

京都市修学院老人デイサービスセンター 
京都市修学院在宅介護支援センター 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ９６ 

京都市粟田老人デイサービスセンター 
京都市粟田在宅介護支援センター 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ９６ 

京都市東山老人デイサービスセンター 
京都市東山在宅介護支援センター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ９６ 

京都市日ノ岡老人デイサービスセンター 
京都市日ノ岡在宅介護支援センター 社会福祉法人緑寿会 ９４ 

京都市勧修老人デイサービスセンター 
京都市勧修在宅介護支援センター 社会福祉法人勧修福祉会 ９１ 

京都市島原老人デイサービスセンター 
京都市島原在宅介護支援センター 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ９８ 

京都市陶化老人デイサービスセンター 
京都市陶化在宅介護支援センター 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ９６ 

京都市西院老人デイサービスセンター 
京都市西院在宅介護支援センター 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ９５ 

京都市吉祥院老人デイサービスセンター 
京都市吉祥院児童館 社会福祉法人清和園 ９７ 

京都市修徳老人デイサービスセンター 
京都市修徳特別養護老人ホーム 
京都市修徳在宅介護支援センター 
京都市修徳児童館 

社会福祉法人京都福祉サービス協会 ９７ 


