
 

大阪市立淀川区民センター事業報告書 

１ 管理業務実施状況 

区役所附設会館の目的「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」を踏まえ、適切に管理運営を行った。 

 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条に掲げる事業を実施 

第 3 条  会館は、前条第 1 項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  

 

 

２ 利用状況 

年間開館日数       ３５９日 

年間利用率        ６３．２％ 

 年間利用件数      ４，３２２件 

 年間利用者数     １３８，５５８人 

 年間使用料収入 ６，３８３，４５０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 

区民のつどい 各種行事の開催 

（１）淀川ふれあい文化のつどい 

・日 時：平成２８年３月１２日（土）～１３日（日） 午前１０時～午後４時 

・場 所：淀川区民センター 
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・内 容：ふれあい手づくり作品展、ふれあい交流ステージ、ハウ・リーダー講師による 

ワークショップ体験など 

・参加者：１，０００名 

 

（２）市民劇団 淀川おもろしょ座の公演 

・ 日 時  夏公演 

平成２７年８月１日（土） 

「青春モダン焼き」を公演 

              第１１回定期公演 

         平成２８年３月１２日（土） 

             「あぁ娘よ」を公演 

・ 場 所  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  夏公演 80人 第１１回定期公演 １２0人 

 

（３）第１１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２７年１２月２３日（水・祝） 午後４時３０分～７時 

・場 所：メルパルクホール（「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 

・参加者：１，０００人 

 

講習会事業（市民交流・生涯学習事業） 

（４）コミュニティサロン（講習会事業） 

教 室 名 実施日時 
受講者数

（延人数） 
講  師 

ヨーガ 4/7.21  5/12.19 6/2.16.23 7/7.14.21 

8/4.18 9/1.15.29 10/6.13.20  

11/10.17 12/1.15.22 1/12.19  2/2.16  

3/1.15.22（火） 

午前10時～12時 全30回 

1455人 岡  孝子 

中国語 

（初級） 

4/7.21 5/19 6/2.16 7/7.21 8/4.18 

9/1.15 10/6.20 11/17 12/1.15 1/19 

2/2.16 3/1.15.29 （火） 

 午後6時30分～8時30分 全22回 

97人 桑  雅敏 
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手編み 5/20 6/3.17 7/1.15.29 8/5.19 

9/2.16.30 10/7.21 11/18 12/2.16 

1/20 2/3.17 3/16 （水） 

午後1時30分～3時30分 全２０回 

386人 山下八重子 

小筆 5/13.20.27 6/10.24 7/8.15.29 8/5.26 

9/2.30 10/7.21 11/18 12/2.9.16 

1/13.20 2/10.24 3/2.23.30（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） 

1394人 中田 勝美 

やさしい 

リズム体操 

4/8.15.22  5/13.27  6/3.17.24  

7/1.15.29  8/5.19.26  9/2.30 

10/7.21.28 11/18.25 12/2.16  1/13.27  

2/3.17.24 3/2.16 (水) 

 午前10時～11時30分 

（前・後期各１５回 全３０回） 

510人 白神 啓子 

卓球 4/8.15.22 5/13.27 6/3.17.24 

7/1.15.29 8/5.19 9/2.30 10/7.21.28 

11/18.25 12/2.16 1/13.27 2/3.17.24 

3/2.16 （水） 

午後2時～4時 

（前・後期各１５回 全３０回） 

815人 中岡 光夫 

アートフラワ

ー 

4/16.30 5/7.21 6/4.18 7/2.16.30  

8/30  9/3.17  10/1.15.22 11/19  

12/17.24  1/7.21  2/18.25  3/3.24 

（木） 

午前10時～12時 （全２４回） 

255人 髙橋 洋子 

茶道 

 （裏千家） 

4/4 5/2.9.16 6/6.13 7/4.11.18 

8/8.29 9/12 10/17 11/7.21 12/19 

1/9.16 2/6.13.20 3/19 (土) 

午前10時～午後4時 （全２２回） 

341人 木村 ちさと 

カラオケ 4/4.18 5/9.16 6/6.13 7/4.18 8/1.8 

9/5.26 10/10.24 11/7.21 12/12.19 

1/16.23 2/13.20 3/5（土）  3/20

（日） 

4/5.19 5/10.17 6/7.14 7/5.19 

1538人 吉田 英子 
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8/2.23 9/6.27 10/11.25 11/8.22 

12/13.20 1/17.24 2/14.21 3/6.20 

（日） 

（土曜日：Aクラス午前10時～11時40分  

Bクラス午後1時～2時40分  

日曜日：Cクラス午後1時～2時40分  

Dクラス午後3時～4時40分  

各クラス２４回 全９６回） 

合唱 4/7.14.21 5/19.26 6/9.19.23 7/7.21 

8/18.25 9/1.8.15 10/13.20.27 

11/10.17.24 12/8.15 1/19.26 2/9.23 

3/1.8.15 (火) 

 午後6時～9時 （全３０回） 

2223人 清原 浩斗 

ゴスペル 4/3 5/15 6/12 7/24 8/28 9/11 10/9 

11/27 12/11 1/15 2/12 3/11（金） 

午後7時～8時30分（全１２回） 

102人 わく本 初美 

気功 4/9.23 5/14 7/9 8/6.27 

午前10時30分～11時30分（全５回 講師

の都合により途中で中止） 

39人 中野 昭子 

みそづくり 

講習会 

11/11.29 

12/3.4.5.10.11.12.18.19  

1/23.24.25.28.29 

2/4.6.7.12.14.18.20.26  

3/1.20.21（水～日） 

午後1時30分～3時30分 (全２６回) 

310人 コミ協職員及び

NPO法人 

ゆめまちネット

ワーク 

やさしい琴 4/4.11.18 5/9.16.30 6/6.13.27 

7/4.18 8/1.8.29 9/5.26 10/10.17.31 

11/7.21 12/12.19 1/16.23 2/13.20 

3/5 (土)午後6時～9時  

四半期ごとに開催 各７回 （全２８回） 

131人 松本 真珠 

こいや踊り 7/2.9.16.23.30（木） 

8/6.20.26.27（水、木） 

9/3.10（木） 

午後7時～9時（全１１回） 

204人 山本 利美 

短期教室 フェルト手芸（干支づくり） 

・平成２７年１２月１２日（土） 

 塩崎 照世 
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・午前10時～午後３時   

・参加者 １９人 

 

ラジコン操作「ヘリコプター）教室 

・平成２７年７月１８日（土） 

・午前１0時30分～午後３時   

・参加者 ４組 

 

 

 

三田 真司 

 

 

各種スポーツ大会の開催 

（５）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、区民

ハイキングなど） 

 

［２］ コミュニティづくりに関する普及啓発 

     コミュニティづくりに関する普及啓発 

（１）日本モンゴル 文化交流 【共催事業】 

・日 時：平成２７年４月５日（日） 午前１０時～午後３時 

・場 所：野中南公園 

・内 容：大阪在住のモンゴルの方と国際交流のイベント 

・参加者：５００人 

 

（２）伝統文化いけばなこども教室【共催事業】 

・ 日 時   ５月３０日・６月２０日・６月２７日・７月１８日・８月１日・８月２９日・９月１２日 

１０月１７日・１０月１８日・１１月２８日・１２月２６日 

全１１回 午前９時～午後５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  次代を担う子供を対象に、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  300人 

・ 作品展  日時：平成２７年１０月１８日（日） 午前 10時～午後 5時 

場所：淀川区民センター 
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（３）えほんひろば＆あそびのひろば（読書のチカラ♪出張図書館） 

・日 時：平成２７年８月２２日（土） 午前１１時～午後３時 

・場 所：淀川区民センター  

・内 容：むかしばなしや絵本読み聞かせ、むかしあそびなどのワークショップ 

・参加者：２００人 

 

（４）淀川区魅力発見事業 

○かるたウォーク  

          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、ウォーキング企画を計画 

          実施した。 

         ・平成２７年６月２１日（日）  参加者 １４名 

          淀川区十三東地域  

             神津神社、島左近の墓、野中の巳さん、光用寺、さいの木神社、 

宮原総合運転所 

 

     ・平成２７年１０月２５日（日） 参加者 １１名 

      淀川区三津屋地域 

         神崎川河童伝説、十三市民病院、みつや交流亭、光専寺、大恩寺、 

小方比呂志の句碑、林歌子の胸像 

 

○動画（ビデオ）教室 

          コミュニティスタッフによる、動画撮影から編集について学び、淀川区内の活動 

や魅力を録画・記録する。 

 ・平成 27年 9月 12日（土）、19日（土）、10月 3日（土） 参加者３名 

 

（５）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ため 

・日 時：平成２８年１月１６日（土） 午前１０時～午後０時 

・場 所：野中小学校  

・内 容：心臓マッサージ体験、車いす体験、コンロ火災体験 

・参加者：５１０人 

 

［３］ コミュニティづくりを担う人材の育成 
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児童青少年育成事業 

（１） 第３５回こども文化のまつり  【共催事業】 

・ 日 時  平成２７年１１月３日（火） 午後１２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 

 

（２） 第４２回新春たこあげ大会  【共催事業】 

・ 日 時  平成２８年１月１７日（日）  午後１時～午後５時 

・ 場 所  淀川右岸河川敷 

・ 共 催  新春たこあげ大会実行委員会・淀川区子供会連合協議会 

・ 内 容  たこあげ、デザインコンクール、各地区対抗指導者たこあげコンクール 

たこ病院コーナー、お楽しみコーナーなど 

 

コミュニティづくりを担う人材の育成 

 

（１）よどがわフェスティバル２０１５ 

・日 時：平成２６年８月９日（日） 午前１１時～午後３時３０分 

・場 所：淀川区民センター 

・内 容：テーマ「ものづくり」  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、お絵かきボード、絵本、おもちゃづくりなど） 

・参加者：６００人 

 

（２）よどがわワンダーランド【共催事業】 

・日 時：平成２８年１月３１日（日） 午前１０時～午後３時 

・場 所：淀川区民センター  

・内 容：お絵かきボード ゆるキャラコンテスト  廃棄楽器作りと演奏 

         布ぞうり作り  キッズ川柳  ジャグリング体験講座 絵本コーナー 

・参加者：２００人 

 

（３）ハウ・リーダー育成事業  

・ 期 間  平成２７年４月～平成２８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。 

〇フェルト手芸教室  〇英会話教室(午前)(夜間)  〇初級手話教室 

〇懐メロ（ボイトレ）教室 〇きものリフォーム教室 ○洋裁教室 
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〇パッチワーク教室 〇民踊（新舞踊）教室 ○詩吟教室 

〇日本舞踊（若林流）教室 〇ポーセラーツ教室  〇暮らしのいけ花教室 

〇アロマテラピー教室 〇陶芸アート教室 ○メイクアップ教室 

○カラーコーディネート教室 ○造形（幼児コース）（小学生コース）教室 

  延べ参加人数  ２，５１２人 

 

（４）ボランティア育成事業（コミュニティスタッフ） 

・ 期 間  平成２７年４月～平成２８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」等のスタッフを募集した。 

         ○コミュニティスタッフによる「パソコン教室」「動画教室」の開催 

・はじめてたのしいパソコン教室  

第１回   １５人 

        ・パソコンサポート講座  ２３人 

 

（5）子育てプロジェクト開催による新たな人材育成 

・平成２８年２月２１日（日）  登校拒否を克服する淀川交流会 講演会と相談会 

          参加人数 ５０人 

 

（6）わがまちワークショップ事業 

・平成２７年１１月５日（木）  午後１時より  

・参加人数 ２１人 

野中福祉会館へ「出張 英会話教室」を実施し、講師を派遣した。 

 

・平成２８年１月１６日（土）  午後１時より  

・参加人数 20人 

木川小学校へ「出張 みそづくり教室」を実施し、講師を派遣した。 

          

［４］ コミュニティに関する情報の収集および提供 

（１）ロビー飾り子隊 

・ 期 間 平成２７年４月～平成２８年３月 

・ 内 容 １階ロビーを整理し、利用者に気持ちよい利用と情報が収集しやすくするた
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め、ハウ・リーダーが中心となって、展示を行った。 

平成２７年 ４～６ 岡（ヨーガ） 錺（エッセイむかしばなし） 

  ７～９ 河村（民踊・新舞踊） 河村（民踊・新舞踊） 

  １０～１２ 山下（編み物）  

 

（２）コミュニティだより“プラス”の発行 

      コミュニティ情報、地域情報を発信（年２回発行） 

 

（３）メールマガジン「よどコミめーる」の配信（月１回） 

ハウ・リーダーやコミュニティスタッフなどによる広報委員会を立ち上げ、 

会員登録をした方へ、イベント情報や活動などを紹介 

 

    （４）地元タウン誌との連携 

       淀川区コミュニティスタッフが、地元タウン誌「ザ・淀川」の 人・もの再発見 

       町かどリポートコーナーを担当し、毎月掲載 

 

    （５）事業ノウハウの提供 

       体育厚生協会、スポーツ推進委員、子供会、青少年育成団体への活動支援、 

協力を行った。 

［５］ コミュニティづくりに関する調査および研究 

         ・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 

     地域で活動する様々な団体が交流と協働ができる環境の整備として、交流スペースの 

充実と市民活動ＰＲコーナーの活用をはかり、市民の自主的なコミュニティ活動を支援。 
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平成２７年度老人福祉センター事業実施内容 

①生きがいづくり活動                                       

ア 教養講座                                         

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

生活お役立ち講座①「笑いヨガ」 2 16人 8月 26日・10月 14日 

      〃     ②「気象シリーズ①」 1 43人 10月 30日（社会見学・大阪管区気象台） 

      〃     ③「終活シリーズ①」 1 59人 12月 14日（遺品整理の基礎知識） 

      〃     ④「気象シリーズ②」 1 24人 
12月 2日（社会見学・雷テクノロジーセン

ター） 

      〃     ⑤「終活シリーズ②」 1 56人 2月 8日（エンディングノート） 

イ サークル活動支援                                       

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

３Ｂ体操サークル① 25 333人 月曜日(月２回) 

３Ｂ体操サークル② 25 385人 月曜日(月２回) 

いきいき健康歌体操サークル 24 469人 第１・第３水曜日 

囲碁サークル 51 956人 木曜日(毎週) 

絵手紙サークル 12 225人 木曜日(月１回) 

詩吟サークル① 23 117人 火曜日(月２回) 

詩吟サークル② 23 219人 火曜日(月２回) 

社交ダンスサークル 24 496人 木曜日(月２回) 

大正琴サークル 23 253人 月曜日(月２回) 

俳句サークル① 23 120人 土曜日(月１回) 

俳句サークル② 12 142人 土曜日(月１回) 

パッチワークサークル 20 158人 水曜日(月２回) 

パソコンサークル① 24 207人 金曜日(月２回) 

パソコンサークル② 24 246人 金曜日(月２回) 

パソコン勉強会 20 72人 金曜日(月２回) 

パソコン復習会 10 64人 金曜日（週１回） 

フラダンスサークル 23 382人 金曜日(月２回) 

民踊サークル 43 1,734人 火曜日(月２回) 

民謡サークル① 24 284人 木曜日(月２回) 

民謡サークル② 24 256人 木曜日(月２回) 
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うたごえサークル 24 1,045人 火曜日(月２回) 

パンジーの会 2 12人   

CHESSサークル 13 32人 土曜日(月１回) 

こぶしの会 22 154人 火曜日(月１回) 

センターボランティアサークル 11 130人 金曜日(月１定例会・行事参加) 

        〃 286 921人 
講習会講師・地域派遣等・ボランティアスペー

ス 

バンパーサークル 12 191人 土曜日(月１回) 

囲碁同好会 12 470人 （月１回・リーグ戦） 

   〃 2 76人 （年２回大会） 

将棋同好会 11 276人 （月１回・リーグ戦） 

サークルボランティア派遣 49 183人   

サークル世話人会 3 64人 （年２回） 

ウ 生きがい探求講座                             

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

囲碁将棋大会・館長杯 2 115人 
上半期（8月 27日)・下半期（3月 10

日) 

バンパー大会・館長杯 2 32人 
上半期（9月 26日)・下半期（3月 18

日) 

盆踊り大会 1 121人 7月 28日 

生活お役立ち講座 6 198人   

文化祭・作品展 2 1,600人 11月 17日・18日 

初心者向きパソコン教室 4 44人 3月 (4回×1 コース) 

パソコン・ステップアップ講座 8 98人 11・3月 (4回×2 コース) 

切絵講座（よっしーの切り絵） 15 393人 月１回定例開催・季節 

手芸講座（ひでさんの布あそび） 22 230人   

初心者のためのｃｈｅｓｓ講座 1 3人   

デジタルカメラ講習会 5 44人 年４回程度の開催 

大人の塗り絵 6 117人   

笑いヨガ 20 105人 第２・第４水曜日 

エ 利用者による館事業の実施                                   

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

盆踊り大会 1 121人 7月 29日 

楽しい新年会 1 164人 1月 21日 

バンパー大会月例会 10 145人   
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囲碁・月例リーグ戦 12 530人 月１回リーグ戦 

囲碁・ゴゴのゴ大会 2 87人 9月 18日・2月 12日 

将棋・月例リーグ戦 4 114人 月１回リーグ戦 

サークル発表会 1 250人 2月 24日 

切絵講座（よっしーの切り絵） 15 344人 月１回定例開催・季節 

手芸講座（ひでさんの布あそび） 6 73人 月１回定例開催 

パソコン復習会 10 64人 金曜日（週１回） 

 

「盆通り大会」  

 民踊サークル・センターボランティアを中心にした開催が安定して出来るようになっています。 

 文化祭やサークル発表会の舞台には出演をされない民踊サークルの会員も気軽に参加される機会になって

います。 

 

「楽しい新年会」  

 センターサークルに声を掛け、有志によるサークル紹介を中心にカラオケなどの多彩なプログラムで舞台発表

を組みたてました。 

 センター利用者が所属するバンド演奏をお願いし、お食事の間も行事が流れる構成に出来ました。 

「誕生会」（干支による１２年に１回のもの）は、案内に載せたことにより参加も増えました。 

 今年度も昨年度を超えるご参加がありましたが、開催場所である区民センターホールの収容人数に限界が近

づいています。 

 

「バンパー月例会」 

 月例会の運営において協力的な会員が増えたバンパーサークルは、 大会後に参加者同士の交流会も行わ

れるようになりました。 

 

「囲碁月例リーグ戦」「ゴゴのゴ大会」   

 昨年からの一ヶ月を通してのリーグ戦をひと月も欠かすことなく開催しました。  

毎月の会費（１００円）でリーグ戦の賞品を買った残金を貯めて、有る程度の金額になれば、女子を中心とした囲

碁サークルへ声を掛けて「ゴゴのゴ大会」を開催。参加人数も伸びてきています。 囲碁同好会では快速も整備

され、新たな役員も入り、これからますます活発に活動されると思われます。 

 

「将棋月例リーグ戦」   

囲碁の活発な活動に触発されて、将棋にも同好会が組織され、参加者も順調に伸びてきました。 今年度は

月例のリーグ戦のみの開催にとどまりましたが、囲碁同好会との協働で新たな展開が期待出来ます。今後は囲

碁同様に同好会での大会開催が望まれます。 
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「サークル発表会」  

うたごえサークル・笑いヨガサークルの新たに立ちあがった２サークルを加え、１０サークルでの開催になりまし

た。リハーサルだけではなく、定例の練習日以外にも出演する会員が集まって練習に取り組むなど、舞台発表

への意欲が強くなりました。 文化祭（１１月）→サークル発表会（２月）へと年度内に練習してきたプログラムを舞

台を重ね、しっかりと練習した後に地域行事「ふれあいコンサート」に参加。センター内でも発表の機会が出来ま

した。 

 

「よっしーの切り絵教室」 

 「よっしーの切り絵教室」は定例に参加される方が根付き、年賀状などの季節テーマ回以外では新規の方に

ご案内が出来ないほどです。前年度からの地域憩いの家でのプログラム提供も引き続き出来ました。「ひでさん

の布あそび」 小さい作品を作る手芸講座として、参加者も定着し安定した開催が続いています。 センターボラ

ンティアである講師の地域老人クラブへのプログラム提供も始まりました。 

 

「パソコン復習会」 

 センターボランティアのパソコン上級者がセンターボランティアのパソコン初級者に指導を行ない、復習プロ

グラムを準備。パソコンサークルの講習だけは物足らない方が集まって勉強を進められました。 受講者のスキ

ルもアップ。ボランティアの活動の場も広がりました。  

                                                

②世代間交流事業                                       

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

区民まつり 1 300人 9月 22日 

淀川区ものづくりフェスティバル 1 600人 8月 24日牛乳パック製作コーナーを担当 

                                                

③高齢者の自主的な地域福祉活動支援                               

 

子供見守りたい活動を区老人クラブ連合会と連携し、引き続き支援しました。 

地域デイサービスセンターへのプログラム提供はフラダンスのみの活動になりましたが、今年度は「切り絵講座」

に引き続き、「布あそび講座」を地域憩いの家で老人クラブのプログラムとして提供することが出来ました。 どち

らの講座もセンターボランティアスタッフが講師を担っています。 

                                                

④健康づくりと介護予防の促進                                   

ア 健康づくりリーダー養成研修                                 

  今年度も２名が養成研修を受講。前年度までのリーダーとともに区老人クラブ連合会主催行事等の企画・運

営に携わりました。 
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イ 健康づくり講座                                       

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

歯科健診８０２０ 1 39人 7月 30日・区歯科医師会の協力 

健康料理講習会 1 35人 10月 24日 

                                                

ウ 健康・体力づくり行事                                     

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

お花見遠足 1 120人 4月 8日 

お出かけ企画 3 281人 6月 6日・10月 24日・2月 23日 

シャフルボード大会 2 61人 5月 22日・12月 5日 

                                                

⑤相談・情報機能の充実                                     

ア 身近な相談体制づくり                                     

 

 電話や来館での相談に柔軟に答えられるように情報の収集に努めました。 

 センター利用者の生活や身体の状況の変化にも注意し、必要な場合は地域包括センターへのつなぎがスム

ーズに出来るような環境作りにも努めました。 

                                                

イ 広報活動                                           

 ①毎月発行のセンターだより（区役所・地域憩いの家・施設連絡会参加施設等への設置） 

 ②区民だより 

 ③大阪市社会福祉協議会 

 ④淀川区社会福祉協議会ホームページ 

 ⑤facebookでの行事開催の案内・報告 

 

 この５つを基本に、引き続き、地域老人クラブ会長を通して、センターだよりを各会員宅へ配布。 

また、地域の掲示板へ掲示していただきました。 

  

 

⑤老人クラブ連合会活動 
                                    

 各種事業の共催を通し、また、老人クラブで実施している事業にセンター職員・ボランティアが協力 

することにより、 引き続き老人クラブ会長との連携を取ることに努めました。 

 センターボランティアスタッフによる地域老人クラブ食事会でのプログラム提供を始めました。 
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⑦合同行事                                           

ア 合同行事                                         

事   業   名 開催回数 参加人数 備     考 

文化祭・作品展 2 1,600人 淀川区老人クラブ連合会 

シルバーライフセミナー 1 121人 淀川区歯科医師会 

歯科検診 8020 1 39人 淀川区歯科医師会 

                                                

イ 高齢者月間行事           開催回数 参加人数 備     考 

事   業   名 1 24人   

市高齢者福祉大会 1 30人   

囲碁将棋大会区大会 1 17人   

淀川区高齢者俳句大会 1 13人   

淀川区健康川柳大会 1 13人   

                                                

⑧その他                                           

センターボランティアスタッフの活動がますます多岐に渡り、活動回数も増えてきました。 

 事務所内に設置したボランティアスペースに パソコンサークルの会員に対する補講・切り絵講座と手芸講座

の講師は既にセンター事業やサークル活動の中でなくてはならないものになりました。 

また、センター行事・区老連行事の補助業務などを行えるボランティアスペースを事務所内に設置、いつでも作

業が行える環境を整えた中で、ボランティア自身が考える活動も生まれつつあります。淀川区老人福祉センター

の特色であるセンターボランティアスタッフ。活動の幅も、回数も増えてきましたが、会員数に伸びがありません。 

 そこで、今年度は新たな会員を集めるための準備として、ランチタイムコンサートを開催しセンター内でのふれ

あい喫茶を開きます。 喫茶運営や同じ場所でカラオケや手芸を楽しめるスペースなどを考え新たな人材を開

拓します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   15 

４ 収支決算状況 

  事業計画書（様式３）Ⅱ収支計画書から 

基本協定書に基づく事業報告書の収支決算状況報告書 

 

全体収支報告書（消費税込み） 

（１）収 入 

項 目 平成２７年度 備 考 

業務代行料 ４４,６１７,９３２円 （予約システム代を含む） 

（自主）事業収入 １１,２５９,９１６円  

その他収入 ０円  

合 計 ５５,８７７,８４８円  

（２）支 出 

項 目 平成２７年度 備 考 

業務代行料 ４４,６１７,９３２円  

 人件費 ２６,４８５,０５０円  

事務費 
 ５,９７１,９５７円  

施設管理費 

光熱水費 ９,８１０,５５８円  

小規模修繕経費 ５０９,１８５円  

その他（諸経費） １,９０２,４２５円  

スケジュール予約

システム経費 

３７３，９５７円  

指定管理者負担 △１,３６０,５１６円  

（自主）事業支出 １１,２５９,９１６円  

その他 ０円  

合 計 ５４,９５２,５３２円  

収支差額 ０円  

内部留保額 ９２５,３１６円 （老人福祉センター分） 
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淀川区民センター 

（１）収 入 

項 目 平成２７年度 備 考 

業務代行料 ２８,４５３,８９３円 （予約システム代を含む） 

（自主）事業収入 ９,３６９,１４１円  

その他収入 ０円  

合 計 ３７,８２３,０３４円  

 

（２）支 出 

項 目 平成２７年度 備 考 

業務代行料 ２８，４５３，８９３円  

 人件費 １３，５８８，０１１円  

事務費  １,２１５,５６７円  

施設管理費 ３,５７９,９７９円  

光熱水費 ８,７８０,２３１円  

小規模修繕経費 ３７４,２３９円  

その他（諸経費） １,９０２,４２５円  

スケジュール予約

システム経費 

３７３，９５７円  

指定管理者負担 △１,３６０,５１６円  

（自主）事業支出 ９,３６９,１４１円 （指定管理者負担を含む） 

その他 ０円  

合 計 ３７,８２３,０３４円  

収支差額 ０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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淀川区老人福祉センター 

（１）収 入 

項 目 平成２７年度 備 考 

業務代行料 １６,１６４,０３９円  

（自主）事業収入 １,８９０,７７５円  

その他収入 ０円  

合 計 １８,０５４,８１４円  

 

（２）支 出 

項 目 平成２７年度 備 考 

業務代行料 １６,１６４,０３９円  

 人件費 １２,８９７,０３９円  

事業費・管理費   １,１７６,４１１円  

光熱水費 １,０３０,３２７円  

小規模修繕経費 １３４,９４６円  

その他（諸経費） ０円  

（自主）事業支出 １,８９０,７７５円  

その他 ０円  

合 計 １７,１２９,４９８円  

収支差額 ９２５,３１６円  

内部留保額 ９２５,３１６円  
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５ その他 

 ① サービス向上・利用者からの苦情・意見・要望等への対応状況 

・ご意見箱の常時設置 

・利用者アンケートを実施 

 ② 管理経費節減への取組状況報告 

・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 

・施設の機器点検、早期発見、簡単な修繕は職員が行う。  

③ 研修実績 

・会計及び会計システム操作研修 

・人事評価者研修 

・コンプライアンス研修 

・消防訓練 

・広報研修 

・CSリーダー、接遇研修 

・給与事務担当者研修 

・人権研修 

・照明研修 

・音響研修 

④ モニタリングの実施状況 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

定期清掃 月１回 ２７日 25日 ２２日 ６日・２７日 ２４日 ２４日 ※６ 4日・30日 ２１日 ２５日 ２２日 ２８日

日常清掃 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

貯水槽清掃 年１回 ３１日※４ ６日※５

吸収式冷温水機定期点検(ﾎｰﾙ） 年３回 ３日 7日※１ １３日※２ ２３日 １７日

ＧＨＰ定期点検（会議室） 年１回 ３日※7

エレベーター 月２回 ３日・２０日 8日・28日 ５日・１５日 ３日・２７日 ７日・２６日 4日・２５日 ２日・１９日 ６日・２６日 ４日・２５日 ８日・２９日 ５日・１５日
4日・25日
30日※8

自動ドア 年４回 ２８日 ７日 １７日 １０日 １４日※9

舞台吊物設備 年１回 １日※３ ８日

警備 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

消防設備点検 年２回 ８日 ８日

電気設備(受変電）巡視点検 月１回 １６日 7日 ２日 ６日 ３日 １日 ５日 １０日 ７日 ４日 3日

電気設備点検（受変電）
　※停電伴う

年１回 ８日

電気設備(直流設備点検） 年１回 ３日

その他管理関係における作業点検など

・4/3　ホール蛍光灯交換 ・※3　8/1　ホール舞台照明　カラーフィルムの交換作業 ・11/3　高架水槽減水表示

・※１　5/7　ホール空調機故障のため点検。 ・8/2　ダンパー作動。現場に異常なく、機器の修理が必要。 ・※7　修繕の必要箇所有

・7/23　剪定(害虫駆除は8月に延期） ・※5　高架水槽のポンプ修繕 ・2/18建築設備点検、2/22ガス設備調査

・8/5　害虫駆除 ・※4　貯水槽清掃及び水質検査結果報告書は、後日提出します。→9月報告書 ・※8　EV巻き上げ機スラストベアリング取替

・8/31　男子トイレ（1階）小便器のバルブ交換（修繕） ・10/22　女子トイレ（3階）和式便器の排水の修繕 ・※9　自動ドア異音発生のため補修

・※2　7/13　ホール空調機異状のため点検実施 ・※6　１０月分定期清掃については、１１月４日に実施

予約システムの処理

・11/4（清掃）：当日に仮予約を解除 ・12/8（点検）：当日に仮予約を解除 ・3/28(清掃)：当日に仮予約を解除

・11/30（清掃）：当日に仮予約を解除 ・1/25（清掃）：当日に仮予約を解除

・12/21（清掃）：当日に仮予約を解除 ・2/22（清掃）：当日に仮予約を解除

平成２７年度　淀川区民センター管理運営業務実施一覧


