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全体の収支決算状況（消費税込み） 

 

（１） 収 入 

項 目 平成３０年度 備 考 

業務代行料 ４６，４７０，７１４円  

自主事業収入 ７，９８０，９３９円  

その他収入 ６５９，２０４円  

合 計 ５５，１１０，８５７円  

 

（２） 支 出 

項 目 平成３０年度 備 考 

管理運営経費 ４６，２３７，３６４円  

 人件費 ２７，２８６，２４４円  

事務費  ２，８６９，５２５円  

施設管理費 ４，７１５，８４６円 内小規模修繕費：1,127,412円 

光熱水費 ５，８２３，０２６円  

事業費 ３，５１６，８１１円 老人センターのみ 

その他 ２，０２５，９１２円  

自主事業経費 ６，９５５，５１９円 区民センターのみ 

その他 ０円  

合 計 ５３，１９２，８８３円  

収支差額 １，９１７，９７４円  

内部留保額 ０円  

 

内部留保を認める理由については、別紙「理由書」のとおり 
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平成３０年度 淀川区民センター事業報告書 

 

施設概要 

施 設 名 淀川区民センター 

所 在 地 大阪市淀川区野中南２－１－５ 

施 設 規 模 

延床面積：2,068.75㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造 

地上４階建（内２階部分を除く１・３・４階部分）  

主 な 施 設 ホール・会議室・和室・音楽室・講習室 

 

指定管理者 

団 体 名 
一般財団法人大阪市コミュニティ協会、社会福祉法人大阪市

淀川区社会福祉協議会グループ（共同体） 

主たる事務所の所在地 大阪市中央区船場中央１丁目３番２－302号 

代 表 者 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 理事長 宮川 晴美 

指 定 期 間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日 

報告対象期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 

担 当 者 淀川区民センター 館長 新見 正宏 

連 絡 先 ０６－６３０４－９１２０ 
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１ 指定管理業務の実施状況 

① 管理運営方針について 

大阪市区役所附設会館条例（以下「条例」という）第２条の目的「コミュニティ活動の振興並

びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を

提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与す

ること」に基づき、適切な管理運営を行った。 

（１）貸館運営業務 

（２）徴収事務委託契約に基づく使用料徴収及び収納事務 

（３）施設総合管理業務・各種設備機器点検など 

（４）コミュニティ育成事業の企画・実施に関する業務 

条例第３条に基づく事業の実施 

 

（参考）第３条 会館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 区民のつどい、講習会等の各種行事の開催 

(2) コミュニティづくりに関する普及啓発 

(3) コミュニティづくりを担う人材の育成 

(4) コミュニティづくりに関する情報の収集及び提供 

(5) コミュニティづくりに関する調査及び研究 

(6) 市民の集会その他各種行事の場の提供 

(7) その他市長が必要と認める事業 

 

② 職員の配置状況について 

・職員の配置 

業務内容 人数 雇用形態 職歴・資格等 

総括責任者 

（区民センター責任者兼務） 

・施設の管理運営にかかる総括業務 

・業務計画の策定 

・連絡調整・渉外業務 

・所属員の指導・監督 

 

総括責任者補佐 

（老人福祉センター責任者兼務） 

・総括責任者の補佐業務 

・所属員の指導・監督 

・センター運営業務 

・施設総合管理業務 

・事業企画・運営 

１人 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

正社員 

（常勤） 

 

 

 

 

 

正社員 

（常勤） 

 

 

 

 

 

甲種防火管理者 

上級救命講習会修了者 

 

 

 

 

 

甲種防火管理者 

上級救命講習会修了者 
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施設責任者補佐Ａ～Ｂ 

（内１人は、老人福祉センター繁忙期

対応職員兼務） 

・総括責任者の補佐業務 

・会館運営業務 

・施設総合管理業務 

・事業企画・運営 

・使用料徴収及び収納事務 

・庶務事項 

 

管理スタッフリーダー 

・会館運営業務 

・施設日常管理業務 

・使用料徴収及び収納事務 

・事業補助 

 

管理スタッフＡ～Ｅ 

・会館運営業務 

・施設日常管理業務 

・使用料徴収及び収納事務 

・事業補助 

２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

５人 

正社員 

（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約社員 

（非常勤） 

 

 

 

 

契約社員 

（非常勤） 

普通救命講習会修了者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通救命講習会修了者 

 

 

 

 

 

普通救命講習会受講予定 

 

・職員ローテーション 

職  員 雇用形態 月 火 水 木 金 土 日 

総括責任者 正社員 Ａ  Ｂ  Ａ Ｂ Ａ 

施設責任者補佐Ａ 正社員  Ａ  Ａ   午前 

施設責任者補佐Ｂ 正社員   Ａ  Ｂ  夜間 

管理スタッフリーダ

ー 
契約社員 Ｂ Ｂ  Ｂ  Ａ Ａ 

管理スタッフ A 契約社員 午前 午前 午前 午前    

管理スタッフ B 契約社員     午前 午前 午前 

管理スタッフ C 契約社員 夜間 夜間 夜間 夜間    

管理スタッフ D 契約社員     夜間 夜間 夜間 

管理スタッフ E 契約社員 午前     午前 午前 

※Ａ＝9:15～17:45 Ｂ＝13:15～21:45 

午前＝9:15～13:15 午後＝13:15～17:45 夜間＝17:45～21:45 

 

③ 維持管理に係る事項について 

・定期点検：別紙「平成30年度淀川区民センター管理運営業務実施一覧」のとおり 

・緊急時対応：別紙「緊急対応マニュアル」のとおり 
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④ 関係機関との連携状況について 

・施設管理にかかる連携状況 

指定管理業務：淀川区役所・大阪市・他区区民センター 

淀川警察署・淀川消防署・淀川区社会福祉協議会 

隣接施設（野中南公園）：十三公園事務所・公園愛護会 

 

・事業実施にかかる連携状況 

共催事業の実施など：淀川区社会福祉協議会 

事業実施の広報など：「ザ・淀川」・「淀川散歩」 

防災への取り組み：野中地域の防災訓練に参加 

救護依頼：一般社団法人淀川区医師会・公益社団法人大阪府柔道整復師会 

 

 

２ 利用状況 

・開館日数：３５９日（条例第４条第１項の休館日６日を除く） 

 

（参考）第４条第１項 会館の休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。 

 

・利用率   ６７．９％ 

・利用件数  ４，４７０件 

・利用者数  １２６，１９５人 

 

・使用料収入 ８，０５３，１９０円 

（うち 室使用料 ７，７０８，８４０円 付属設備使用料 ３４４，３５０円） 

 

 

３ 実施事業・自主事業 

［１］区民のつどい・講習会等の各種行事の開催 

（１）淀川ふれあい文化のつどい 

・日 時：平成 31年 3月 9日（土）～10日（日）午前 10時～午後４時 

・場 所：淀川区民センター 

・内 容：ふれあい手づくり作品展・ふれあい交流ステージを実施 

・参加者：400人 
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（２）第 1４回淀川区１千人の第九合唱コンサート【共催事業】 

・日 時：平成 30年 12月 16日（月）午後 4時 30分～７時 

・場 所：中央公会堂（「淀川区合唱教室」は淀川区民センターで開催） 

・共 催：１千人の第九運営委員会・淀川区役所 

・内 容：１千人を集めた「第九合唱」コンサートを実施 

・参加者：1,000人 

 

（３）淀川音楽祭【共催事業】 

・日 時：平成 30年 10月 20日（月）午後 7時～8時 30分 

・場 所：淀川区民センター 

・共 催：おおさか散歩 

・内 容：ジャズコンサートを実施 

・参加者：200人 

 

（４）市民劇団 淀川おもろしょ座の公演 

・日 時：平成 30年 6月 24日（日）午後 2時～3時 30分 

      港区出張公演「ウラみます」 

平成 30年 10月 27日（日）午後 2時 30分～4時 

秋公演「誰が為にベルは鳴る」 

平成 31年 3月 9日（土）午後 6時～8時 

第 13回定期公演「留捨物語２ 二人の用心棒」 

・場 所：港区民センター、淀川区民センター 

・内 容：芝居を通じ、世代を超えた世代が語り合うことにより、新しい地域コミュニテ

ィづくりに積極的に取り組む人材を発掘。 

・参加者：港区公園 80人・秋公演 100人・第 13回定期公演 100人 

 

（５）淀川区民ハイキング【共催事業】 

・日 時：平成 30年 5月 27日（日）午前 9時～午後 3時 

・場 所：「生田神社・布引の滝・再度公園から大師道」コース（約１１キロ）      

・共 催：淀川区体育厚生協会・淀川区スポーツ推進委員協議会 

・内 容： 阪急「三宮」駅よりハイキングコースを歩き、などを散策し、区民の体力向上に

努めた。 

阪急「十三」駅～「神戸三宮」駅～生田神社より布引の滝～再度（ふたたび）

公園～（昼食）～大師道～ビーナスブリッジ～阪急「花隈」駅～「十三」駅 

・参加者：84人 
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（６）お出かけ企画【共催事業】 

・日 時：平成 30年 10月 10日（水）午前 9時～午後 3時 

     平成 31年 3月 11日（月）午前 8時 45分～午後 5時 30分 

・場 所： 10/10 兵庫県三田大内農場、篠山城跡、お菓子の里丹波 

       3/11 滋賀 寿長生の郷、京都 城南宮 

・共 催： 老人福祉センター 

・内 容： 親睦を兼ねた社会見学・施設見学 

・参加者：164人 

 

（７）体力テスト【共催事業】 

   ・日 時：平成 30年 10月 8日（月）午前 9時 30分～午後 1時 

   ・場 所：淀川区スポーツセンター 

・共 催：淀川区スポーツ推進委員協議会 

   ・内 容：握力測定・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・シャトルラン・ 

立ち幅跳び 

   ・参加者：90人 

 

スポーツレクリエーションひろば【共催事業】 

・日 時：平成 30年 6月 20日（水）午後 1時 30分～3時 

     平成 30年 9月 19日（水）午後１時 30分～3時 

     平成 30年 12月 19日（水）午後１時 30分～3時 

     平成 31年 3月 20日（水）午後１時 30分～3時 

・場 所：淀川区民センター 

・共 催：淀川区スポーツ推進委員協議会 

・内 容：障がいのある人が運動不足の解消と心身のリフレッシュを図り、より身近

な施設でスポーツレクリエーション活動を楽しみ、健常者とスポーツでの

交流を行った。 

・参加者：80人 

 

（８）こいや踊り【共催事業】 

・日 時：7/12 7/26 8/2 8/8 8/16 8/30 9/6 9/12 9/13 

 午後 7時～9時 （9回） 

・場 所： 淀川区民センター ホール 

・共 催： 淀川区体育厚生協会 

・内 容： こいや踊り講習会 

・参加者：のべ 417人 
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 （９）民踊講習会【共催事業】 

・日 時：4/10 4/24 6/12 6/26 7/10 7/24 9/11 9/25 10/23 11/13 12/25 

1/8 1/22 3/12 3/26 

 午後 6時 30分～8時 30分 （15回） 

・場 所： 淀川区民センター ホール 

・共 催： 淀川区体育厚生協会 

・内 容： 民踊講習会 

・参加者：のべ 426人 

 

 

（１０）各種スポーツ大会の開催 

区体育厚生協会・区スポーツ推進委員協議会主催の各種スポーツ大会への協力・ 

支援を行った（バレーボール大会・ソフトバレーボール大会・ソフトボール大会な

ど） 

 

 

（１１）淀川区成人の日記念のつどい助成事業 

     成人の日記念のつどいに対する助成事業 

 

コミュニティサロン（講習会事業） 
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教 室 名 実施日時 
受講者数

（延人数） 
講  師 

（１２） 

ヨーガ 

4/17 4/24 5/1 5/22 5/29 6/5 6/19 6/26 7/3 

7/17 7/24 8/7 8/21 9/18 10/2 10/16 10/23 11/6 

11/20 11/27 12/4 12/18 1/15 1/29 2/26 3/5 

3/12 3/19 3/26 4/2 （火） 

午前10時～12時（全30回） 

1172人 岡 孝子 

（１３） 

ナイト 

ヨーガ 

人数が集まらないため中止   

（１４） 

合唱 

 

4/3 4/17 5/1 5/22 5/29 6/5 6/19 7/2 7/17 

7/31 8/7 8/21 9/18 10/2 10/30 11/6 11/20 

12/15 12/29 1/15 1/29 2/5 2/19 3/5 3/19(火) 

午後７時～９時（全２５回） 

960人 清原 浩斗 

（１５） 

中国語 

（初級） 

（前期）4/10 4/24 5/8 5/22 6/12 6/26 7/10 7/24 

8/7 8/21 9/11 9/25 （後期）10/9 10/16 10/23 12/11 

12/18 12/25 1/8 1/22 2/12 2/26 3/12 3/26（火） 

午後６時30分～８時30分（全24回） 

195人 桑 雅敏 

（１６） 

やさしい 

リズム体操 

（前期） 4/11 4/25 5/9 6/6 6/13 6/27 7/4 7/25 

8/8 8/22 9/12 9/26 （後期）10/10 10/24 11/7 

11/28 12/12 12/26 1/9 2/27 3/6 3/13 3/27 4/3 

(水) 午前10時～11時30分（全24回） 

372人 加瀬比佐代 

（１７） 

アートフラ

ワー 

4/5 4/19 5/17 5/31 6/21 7/19 7/26 8/2 8/23 

9/6 9/27 10/4 10/18 10/25 11/22 11/29 12/17 

12/24 1/17 1/24 2/21 2/28 3/7 3/28（木） 

午前10時～12時（全24回） 

202人 髙橋 洋子 

（１８） 

アート書 

人数が集まらないため中止   

（１９） 

ゴスペル 

4/13 5/18 6/8 7/13 8/17 9/17 10/12 11/16 

12/18 1/18 2/8 3/8 （金） 

午後７時～８時３０分（全12回） 

130人 わく本 初美 

（２０） 

茶道 

（裏千家） 

4/7 4/14 5/19 6/2 6/16 6/30 7/21 8/4 8/18 9/1 

10/6  10/20 11/10 12/8 12/15 1/12 1/19 2/2 

2/16 3/16  (土) 午前10時～午後４時（全20回） 

295人 木村 ちさと 

（２１） 

卓球 

(前期) 4/11 4/25 5/9 5/30 6/6 6/13 6/27 7/4 

7/25 8/1 8/8 8/22 9/5 9/12 10/10 （後期）10/24 

607人 大西 康司 
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10/31 11/7 11/21 11/28 12/5 12/12 12/26 1/9 

1/30 2/27 3/6 3/13 3/27 4/3（水） 

午後２時～４時（全30回） 

（２２） 

小筆 

5/9 5/23 6/13 6/27 7/4 7/11 7/18 8/1 8/8 8/22 

9/12 9/26 10/10 10/24 11/7 11/21 12/12 12/19 

1/9 1/23 1/30 2/13 2/27 3/13 3/27（水） 

午前の部：午前10時～12時 

午後の部：午後１時～３時（各25回・全50回） 

1015人 中田 勝美 

（２３） 

カラオケ 

4/7 4/21 5/12 5/26 6/9 6/23 7/21 8/4 8/18  

9/8 9/22 10/6 10/20 10/27 11/10 11/24 12/8 

12/22 1/12 1/26 2/9 2/23 3/2 （土） 

4/8 4/29 5/13 5/20 6/10 6/24 7/22 8/19 8/26 

9/9 9/23 10/7 10/21 10/28 11/4 11/25 12/9 

12/23 1/13 1/27 2/1 2/24 3/3（日） 3/17発表会 

Ａクラス：土曜日午前10時～11時40分 

Ｂクラス：土曜日午後１時～２時40分 

Ｃクラス：日曜日午後１時～２時40分 

Ｄクラス：日曜日午後３時～４時40分（各24回・全96回） 

1765人 吉田 英子 

（２４）みそ

づくり 

講習会 

11/22 12/26 12/27 1/26 1/27 2/7 2/8 2/9 2/15 

2/21 2/22 2/28（水～日） 

午後１時30分～３時30分(全15回) 

144人 コミ協職員及

びNPO法人ゆ

めまちネット

ワーク 

（２５） 

親子教室 

人数が集まらないため中止   

（２６） 

短期教室 

・フェルト手芸（干支づくり） 

平成30年12月19日（水）午前10時～午後３時 

 

 

18人 

 

 

 

小寺 慶子 

 

 

 

（２７） 

心の歌教室 

人数が集まらないため中止   

（２８） 

パソコン教

室 

人数が集まらないため中止   
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［２］コミュニティづくりに関する普及啓発    

（２９）伝統文化いけばなこども教室【共催事業】 

・日 時：4/28 5/19 5/26 6/23 7/21 8/18 9/1 10/20 10/21 11/24 12/22 

（午前９時～午後５時・全 11回） 

（作品展）平成 30年 10月 21日（日）午前 10時～午後３時 

・場 所：淀川区民センター 

・共 催：淀川区伝統文化いけばなこども教室実行委員会 

・内 容：次世代を担う子ども達を対象に、生け花を体験・習得することにより伝統文化の

伝承と、豊かな人間性を養うため教室を開催する。 

・参加者：338人 

 

（３０）防災事業（野中地域の防災フェスティバルに参加） 

・目 的：区民センター利用者の避難誘導・地域防災を体験し、学ぶ。 

・日 時：平成 31年 3月 17日（日）午前９時～11時 30分 

・場 所：野中小学校 

・内 容：ロープワーク・負傷者救助体験・消火バケツリレー・ 

車いす体験・火災被害の例（実験） 

・参加者：200人 

 

（３１）かるたウォーク（淀川区魅力発見事業） 

・日 時：平成 30年 5月 19日（土）午後 1時～3時 30分 

・場 所：十三駅→フレンドリー商店街→博愛社→林歌子の胸像→みつや交流亭→ 

長楽寺・光専寺→平和地蔵（東横イン）→十三駅 

・内 容：コミュニティスタッフが作成した淀川区わが町百景いろはかるたで採用されてい

る名勝史跡を広く知ってもらうことを目的に、ウォーキングを企画し、実施した。 

・参加者：10人 
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［３］コミュニティづくりを担う人材の育成 

（３２）第３７回こども文化のまつり【共催事業】 

・日 時：平成 30年 11月 3日（土・祝）午前 11時～午後 4時 

・場 所：淀川区民センター・野中南公園 

・共 催：こども文化のまつり実行委員会・淀川区子供会連合協議会 

・内 容：こども芸能大会・こども作品展・スポーツコーナー・模擬店など 

・参加者：3,000人 

 

（３３）第４５回新春たこあげ大会【共催事業】 

・日 時：平成 31 年１月 27 日（日） 午後 1 時～3 時 

・場 所：淀川河川敷西中島地区 

・共 催：淀川区子供会連合協議会 

・内 容：たこあげ大会、トン汁 

・参加者：1,000人 

 

（３４）ボランティア育成事業（コミュニティスタッフ） 

・期 間：平成 30年 4月～平成 31年 3月 

・内 容：コミュニティ活動を推進するボランティアスタッフを発掘・養成することにより、

区民の魅力的なパワーを集め、新たな事業・コミュニティ育成事業の運営体制を整

備し、自発的に企画から参加できる市民参画型の事業展開を図れるように「パソコ

ン」・「音響・照明」・「イベント」・「映像」等のスタッフと協働した。 

 

ハウ・リーダー育成事業 

・期 間：平成 30年 4月～平成 31年 3月 

・内 容：ハウ・リーダー連絡会の開催 

・サブリーダー養成とコミュニティづくりのため、次のハウ・リーダー教室を開催した。 

・延べ参加者：2,244人 

（３５）心ゆったり頭すっきり！音読教室 

（３６）エッセイ・むかしばなし教室 

（３７）詩吟教室 

（３８）洋裁教室 

（３９）パッチワーク教室 

（４０）ポーセラーツ教室 

（４１）民踊（新舞踊）教室 

（４２）着物リフォーム教室 

（４３）懐メロ（ボイトレ）教室 
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（４４）日本舞踊（若林流）教室 

（４５）暮らしのいけばな（未生流）教室 

（４６）陶芸アート教室 

（４７）初級手話教室 

（４８）似合う色を探す教室（カラーコーディネート） 

（４９）英会話教室（午前）（夜間） 

（５０）造形（小学生）（幼児３歳～）教室 

 

（５１）わがまちワークショップ事業（区民センターの活動と各地域との連携事業） 

○アートフラワ―教室作品展示 

・日 時：平成 30年 7月～9月 

・場 所：淀川図書館内 

・内 容：アートフラワー作品展示 

    

（５２）子育てプロジェクト開催による新たな人材育成 

○おやこまつり【共催事業】 

・日 時：平成 30年 5月 13日（日）午前 11時～午後４時 

・場 所：淀川区民センター・野中南公園 

・共 催：淀川区おやこ劇場 

・内 容：模擬店・体験コーナーなど 

・参加者：400人 

 

（５３）よどがわフェスティバル 2018 

・日 時：平成 30年 8月 5日（日）午前 11時～午後 3時 30分 

・場 所：淀川区民センター 

・内 容：「ものづくり」をテーマに、遊びながらワークショップの体験を行う 

（区内企業コーナー、絵本、おもちゃづくりなど） 

・参加者：950人 
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［４］コミュニティに関する情報の収集および提供 

（５４）交流とネットワーク事業 

コミュニティ情報・地域情報を発信（平成 31年２月・6,000部） 

 

（５５）広報活動（ホームページ）事業 

      ホームページによる広報 

 

［５］コミュニティづくりに関する調査および研究 

    （５６）コミュニティづくりに関する調査および研究 

 

（５７）地域支援事業 

     体育厚生協会・スポーツ推進委員・子供会への活動支援・協力を行った。 

（５８）交流ネットワークと市民 PRコーナー 

市民ＰＲコーナーの設置 

 

 

［６］市民の集会その他各種行事の場の提供 

      

その他自主事業 

ランチタイムコンサート【共催事業】 

   ・日 時：4/18、5/16、6/20、7/18、8/29、9/19、10/17、11/21 

1/16、2/20、3/20（すべて水曜日）午後 0時 30分～2時 30分 

   ・場 所：老人福祉センター 

   ・内 容：お話し OKタイム、みんなで歌いましょタイム、音楽を聴きましょタイム 

   ・参加者：487人 

     

  ハウリーダー連絡会 

・日 時：4/24 5/22 6/22 7/25 8/22 9/22 10/23 11/22 12/22 1/22 2/21 3/22 

午後 4時 30分～5時 30分 

   ・場 所：区民センター 会議室 

   ・内 容：ハウリーダー活動について 

   ・参加者：101人 
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４ 収支決算状況（消費税込み） 

（１） 収 入 

項 目 平成３０年度 備 考 

業務代行料 ３０，４６７，５１４円  

（自主）事業収入 ７，９８０，９３９円  

その他収入 ０円  

合 計 ３８，４４８，４５３円  

 

（２） 支 出 

項 目 平成３０年度 備 考 

管理運営経費 ３０，４６７，５１４円  

 人件費 １５，０３３，２０５円  

事務費 ２，８６９，５２５円  

施設管理費 ４，７１５，８４６円    内小規模修繕費：1,127,412円 

光熱水費 ５，８２３，０２６円  

事業費 ０円  

その他 ２，０２５，９１２円  

（自主）事業経費 ６，９５５，５１９円  

その他 ０円  

合 計 ３７，４２３，０３３円  

収支差額 １，０２５，４２０円  

内部留保額 ０円  

（内部留保を認める場合は、その理由を記載） 
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５ その他 

① サービス向上について 

・わかりやすい館内案内 

・空室検索用パソコンの設置 

・授乳スペース・ベビーシートの提供 

・コピー・拡大コピー・印刷機・大型印刷物出力のサービス実施 

・１階ロビーにおける通信サービスの実施（Wi-Fi） 

・市民活動やサークル活動などの各種チラシの設置 

・ゴミ処理サービスの実施 

・ホームページによる情報提供の実施 

 

② 市費縮減に係る取組状況報告について 

・不使用時の消灯の徹底、冷暖房機の適正使用等による光熱水費の節減 

・電気契約会社の変更による縮減 

・施設の機器点検、早期発見、簡単な修繕は職員が行った。 

 

③ 利用者から苦情・意見・要望等への対応状況報告について 

・ご意見箱の常時設置 

・利用者アンケートを実施 

 

④ 研修実績について 

・会計及び会計システム操作研修 

・人事評価者研修 

・消防訓練 

・人権研修 

 

⑤ 利用者モニタリングの実施状況について 

・利用者、講習会やイベント参加者へのモニタリングを実施した。 
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⑥ 個人情報保護への取組状況について 

１．会館利用申込書、自主事業参加者名簿などの書類 

管理などは鍵のかかる書庫もしくは、関係者以外が入室できない倉庫にて管理 

 

２．パソコン等電子機器の取り扱いについて 

ア）市所有業務用パソコンの私的利用禁止の徹底 

パソコンなどの情報機器は、大阪市・区役所または弊社からの貸与物であることを

認識し、私的利用禁止を徹底しています。また、職員以外の者が操作できないよう管

理保管しています。 

イ）管理者所有パソコン等の情報機器および情報・データの管理 

パソコン本体や蓄積している情報・データは、パソコンの定期的な設定暗証番号の変

更、ファイル管理などで情報漏えいの防止、紛失や破損がないよう日々管理しています。 

ウ）ウイルス対策 

パソコン全てにウイルス対策を実施しています。 
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実施回数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

年１回 11日

年１回 １７日

月１回 ５日 ９日 11日 ５日 ６日 ６日 ５日 1日 ４日 ４日 ５日 ５日

年２回 ２８日※１ ８日※４

年１回 ２５日

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年１回 ３日

月１回 ２３日 28日 25日 ２３日 ２７日 ２５日 ※２ ５日・２６日 ２５日 ２８日 ２５日 ２５日

空調吹出口・換気口 年２回 ６日 ２５日

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ処理 週１回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

随時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年１回 ２９日

年１回 ２９日

月１回 ２９日 9日 １１日 ５日 ２日 ２日 ３日 ６日 ６日 ９日 ５日 ７日

ホール 年３回 ２日 ３０日※ ２３日※３

会議室 年１回 １日

センター 年１回 １日

月２回 ２日・２３日 11日・29日 11日・2１日 １２日・２４日 ２日・１７日 ７日・２６日 １１日・２４日 ６日・２８日 ６日・２５日 ９日・２５日 ４日・１９日 １２日・２６日

年４回 ２９日 ２４日 ７日 １５日

舞台設備点検業務 会館 年１回 ２０日

ピアノ調律（２台） 会館 年１回 ３０日

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

随時 ３日 ３日

施設総合管理業務

①電気及び機械設備
保安点検業務

電気設備点検

直流電源設備点検

巡視点検

⑬その他円滑かつ良好な施設管理に必要な業務

②消防設備保安点検業務（非常通報装置点検を含む）

③建築設備・建築物保安点検業務

④警備保安業務（機械警備業務を含む）

⑤清掃業務

受水槽高架水槽清掃業務

定期清掃

日常清掃

害虫等駆除業務

⑧施設・機器保守点検業務（建築
設備の保守管理を含む）

自家用電気工作物巡視点検

空調設備保安
点検業務

昇降機点検業務

自動扉点検業務

その他　報告事項
　・4/18、20　１階区民ホール蛍光灯をLED蛍光灯へ交換　　　　　　　　・※　報告書は後日提出
　・5/25　備品調査実施（区役所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・9/3　甲種防火管理者再講習受講　　　　　　　　　・※４報告書は後日提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・2/18～21　吸収式冷温水機部品交換作業
　・6/22　施設改修工事調査（区役所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・※１　報告書は後日提出　　　　　　　　　　　　　　　・1/28　電気設備点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・3/1１　1階漏電個所修理完了
　・7/3　700ｍｈｚ利用推進協会によるアンテナの調査　　　　　　　　　  ・※２　翌月に２回実施のため今月は無し　　　　　　・2/1　吸収式冷温水機リモコン不良による点検作業　　　・3/18　第1会議室・小会議室　イス交換
　・７/19　ホール床改修工事調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・※３　ブラシ洗浄は２５日実施　　　　　　　　　　　　・2/8　1階男子トイレ大便器修繕

【別表１】施設総合管理業務

⑨防火管理業務（共同防火管理業務を含む）

⑩労働安全衛生推進業務

⑪利用者の安全確保及び防火並びに事故等の緊急非常事態への対応業務

⑫複合施設としての管理業務及び調整業務

⑥駐車・駐輪スペースの管理業務

⑦植栽等環境整備業務

散水

剪定・除草
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平成 30 年度 大阪市立淀川区老人福祉センター 事業実績報告書 

 

施設概要 

施 設 名 大阪市立淀川区老人福祉センター 

所 在 地 大阪市淀川区野中南 2-1-5 

施 設 規 模 鉄筋コンクリート造４階建のうち２階部分 

延床面積４４６.３９ｍ２ 

主 な 施 設 和室、ロビー、多目的室、ﾐｰﾃｲﾝｸﾞﾙｰﾑ、事務室 

指定管理者 

団 体 名 (一財)大阪市ｺﾐｭﾆﾃｲ協会・(社福)大阪市淀川区社会福祉協議会、グループ(共同体) 

事 務 所 の 所 在 地 大阪市中央区船場中央 1-3-2-302 

代 表 者 理事長 宮川晴美 

指 定 期 間 平成 28年４月１日から平成 33 年３月 31 日 

報 告 対 象 期 間 平成 30年４月１日から平成 31 年３月 31 日 

担 当 者 （淀川区老人福祉センター 原田 智眞子）  

連 絡 先              （０６）６３０４－９１１８ 

 

１ 指定管理業務の実施状況 

① 施設の運営方針・取組について 

・区民センターと老人センターを一括管理することで、市民利用の利便向上につなげた。 

・高齢者のニーズに応えるために、アンケート調査等により聞き取りをおこない、教養講座や行事の

企画、実施をおこなった。 

・「介護予防」「健康づくり」「居場所づくり」「活躍の場の提供」を基本に運営した。 

・サークル運営については、世話人を設け、自主的な運営・活動ができるよう、世話役会を年に数回 

 実施し、支援をおこなった。 

 

② 職員配置状況について 

施設長 １名、職員 １名(区民センターとの兼務)・嘱託職員 ２名 

③ 建物の維持管理の取組について 

・区民センターとの一括管理のなかで自動ドア、エレベーター、貯水槽等の定期的な保守点検をする

ことや、日々の巡回で早期の異常発見につなげる。 

・職員で協力して館内、トイレ等の掃除を毎日実施。（区民センターとの共有部分については、専門業

者に委託） 

・エアコンのフィルターは、夏・冬の稼働前と年末の大掃除に職員とボランテイアで洗浄。 

・給茶機の定期的な保守点検を実施し、機械のパーツについては毎日職員が洗浄し、衛生面に注意し

ている。 
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④ 危機管理について（事故防止等安全対策、災害時緊急時の対応） 

・事故対応マニュアルを見えやすい位置に張り出し、職員全員に周知徹底している。 

・緊急時連絡先や、火災通報要領も同様に張り出し、いざという時に慌てず対応できるようにしてい

る。 

・建物内外の異常には、常に気を配り、いち早く対応できるように努めている。 

・災害時の利用者の避難誘導・救出等敏速に行えるよう、区民センターと合同で必要な訓練を実施し

た。 

 

 

２ 利用状況 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

延利

用人

数 

2,897 3,078 2,767 2,679 3,520 2,470 3,571 4,239 2,689 2,452 2,282 2,879 35,523 

登録 

者数 
429 29 15 17 48 18 25 18 28 49 38 20 734 

 

３ 実施事業 

① 事業報告 

【１】事業計画（P）  

 ・毎月「ランチタイムコンサート」を実施し、高齢者が楽しみを持って外出する機会を定期的に 

つくる。そして、他者との関わりを持つことで引きこもり状態を予防する。 

 

【２】活動内容（D） 

（今年度の取組内容） 

 ・毎月第３水曜日の午後１２時３０分より午後２時３０分まで「ランチタイムコンサート」を 

  (喫茶コーナーは午後１時より午後２時３０分まで)実施した。 

 

【３】チェック（C） 

（成果、課題） 

・準備、片付け、受付、音響、喫茶コーナー等、多岐にわたりボランテイアが活躍し、生きがい 

づくりにつながった。 

・曲のリクエストもあり、参加者は楽しみにしている。 

・毎回好評で満席になることもあり、立ち見の人もでている。 

・盲の方がヘルパー同行で来館している。 

・声を出して歌うことで、腹筋、肺の力を使い、健康的であるとのご意見があった。 

・知らない方同士が、参加しているうちに仲良くなった。 

・喫茶コーナーのボランテイアの人数が少ない。 
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【４】改善策（A） 

（次年度に向けた改善内容） 

・ボランテイアを募集し、新たな活動の担い手を発掘する。 

・満席状態の緩和として、イスやテーブルの配置を見直す。 

 

② サービス向上策について 

・アンケート調査により、利用者のニーズの聞き取りをおこない、次年度につなげられるよう努力を

行っている。 

・できる限り利用者と会話をし、アンケートでは聞き取れない反応や意見、希望等を引き出す努力を

おこなっている。 

・和室の障子の張替えやロビーのブラインド交換等を実施し、利用者が気持ちよく過ごせる空間づく

りをおこなった。 

 

② 利用促進策について 

・「センターだより」「区広報誌」「区社協通信」「ホームページ」等により周知、情報提供をした。 

・老人クラブの協力により、各地域へのセンターだよりの配布をおこなった。 

・内科医院にセンターだより配架の拡張をおこない、より広く周知できるようになった。 

・マンションの掲示板にセンターだよりの掲示を行い周知している。 

 

③ 利用者からの苦情・意見・満足度の把握について 

・大阪市より依頼のアンケート、及び老人センター独自のアンケートを実施している。 

 ご意見は真摯に受け取り、職員間で共有し、改善に向けて努力している。 

 すぐに解決できるものについては、素早く対応するよう心掛け、予算的に厳しいものや、センター

だけで解決できない問題については法人やいきがい課に相談したうえで、利用者の希望に近づける

よう努力する。 

 

 

４ 収支決算状況                                

 （単位：円） 

① 老人福祉センター事業 

収 入（項目） 内 訳 金 額 

 業務代行料  １６,００３,２００ 

 雑収入等 参加費預り金 ６５９,２０４ 

 収入合計（A）  １６,６６２,４０４ 

支 出（項目） 内 訳 金 額 

 人件費 ｺﾐｭﾆﾃｲ協会兼務職員含む １２,２５３,０３９ 

 物件費 消耗品費、諸謝金等 ３,５１６,８１１ 

 
支出合計（B）  １５,７６９,８５０ 
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収支（A）－（B）  ８９２,５５４ 

 （単位：円） 

② 高齢者のいきがいと健康づくり推進事業 

収 入（項目） 内 訳 金 額 

 業務代行料  ８５２,０００ 

 雑収入等 参加費預り金 ８９,７５０ 

 収入合計（A）  ９４１,７５０ 

支 出（項目） 内 訳 金 額 

 物件費 消耗品費、賃借料等 ８２０,７６４ 

 
支出合計（B）  ８２０,７６４ 

収支（A）－（B）  １２０,９８６ 

 

５ その他 

①  高齢者のいきがいと健康づくり推進事業の実施状況 

・高齢者のいきがいと健康づくり総合推進会議 

・ふれあいコンサート 

・介護予防運動鍼灸ケア教室 

・淀川フェステイバル 

・介護予防講演会 

・子ども・文化のまつり 

・百歳体操 

・楽しい新年会 

・ふれあいペタンク 

・歩こう会 

・ふれあいディスコン大会 

・ふれあいグランドゴルフ大会 

 

② 施設との連携、地域との連携、市民・NPO との協働等の取り組み 

・共同体としての区民センター主催事業には、積極的に参加し、ランチタイムコンサートは毎月の共

催事業として実施している。 

・淀川警察から防犯等の啓発に講話を数回実施。 

・老人クラブとの共催事業として「歩こう会」「ディスコン大会」「ペタンク大会」「グランドゴルフ」 

等を実施した。 

・老人クラブと共催で子供会と協力し、文化祭・作品展を実施した。 

 

② 職員研修の実施状況 

・「コンプライアンス研修」 

・「労務管理とハラスメント」 

・「福祉の基礎理解と福祉制度の動向」 
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・「クレーム対応研修」 

・「さすまた＆護身術研修」 

・「ハラスメント研修」 

 

③ 個人情報の保護・情報公開について 

・大阪市淀川区社会福祉協議会の文書規定に基づき、文書ごとにファイルで保存管理している。 

 利用交付申請書等の個人情報は、保管庫で施錠収納している。 

 カギは、キーボックスで保管している。 

・パソコンについては、操作の際には ID、パスワードでログインする。 

 ログインの ID、パスワードについては定期的に更新し、人事異動等により使用者が替わった場合 

にも変更するよう心掛けている。 

 

 

 


