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平成28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２８年４月１日から平成２９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28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 

各地域への出張講演の支援：各地域会館 

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・十三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 ：６９．１％ 

・利用件数：４，７５９件 

・利用者数：１４０，７９３人 

 

・使用料収入：８，０８６，１４０円 

（内室使用料：７，６６６，６４０円 

付属設備使用料：４１９，５００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 29年３月 11日（土）～12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：1,000人 
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（２）市民劇団 淀川おもろしょ座の公演 

・日 時：平成 28年 10月１日（土）午後３時～５時 

秋公演「時を越える少年～タイムスリップしたと思ったら驚いた～」 

平成 29年３月 11日（土）午後６時 30分～８時 30分 

第 12回定期公演「桃太郎騒動記」 

・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：秋公演 120人・第 12回定期公演 120人 

 

（３）第 12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 28年 12月 23日（金・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」コンサートを実施 

・参加者：1,000人 

 

（４）淀川区民ハイキング【共催事業】 

・日 時：平成 28年５月 22日（日）午前９時～午後３時 

・場 所：北山公園から甲山・甲山森林公園コース 

・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「苦楽園」駅よりハイキングコースを歩き、北山緑化植物園などを散策

し、区民の体力向上に努めた。 

・参加者：73人 

 

（５）スポーツレクリエーションひろば【共催事業】 

・日 時：平成 29年３月 29日（水）午後１時～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：73人 

 

講習会事業（市民交流・生涯学習事業） 

（６）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 

ヨーガ 4/12.26 5/10.17.31 6/7.14 7/12.19 8/2.23  

9/6.13.27 10/11.18.25 11/8.22.29 12/13.20  

1/10.17.31 2/7.14.28 3/14.28 （火） 

午前10時～12時（全30回） 

1,165人 岡 孝子 

中国語 

（初級） 

（前期）4/12.26 5/10.24 6/14.28 7/12.26 8/9.23  

9/13.27 （火） 

（後期）10/11.25 11/8.22 12/13.27 1/10.24 2/14.28 

3/14.28 （火） 

午後６時30分～８時30分（全24回） 

156人 桑 雅敏 

手編み 5/18 6/1.15.29 7/6.20 8/3.31 9/7.21 10/19 11/30 

12/21 1/18 2/1.15 3/1.9.15.29 （水）※3/9のみ（木） 

午後１時30分～３時30分（全20回） 

394 人 山下 八重子 

小筆 5/18.25 6/1.15.29 7/6.20.27 8/3.24 9/21.28 

10/5.26 11/9 12/7.21 1/11.18 2/1.15.22 

3/1.15.29 （水） ※午前の部は10/5を3/22に変更 

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） 

1,297人 中田 勝美 

やさしい 

リズム体操 

（前期）4/13.20.27  5/18.25 6/1.15.29  7/6.20.27  

8/3.24.31  9/7 （水） 

（後期）9/21.28 10/5.26 11/9.30 12/14.21 1/11.18  

2/1.22 3/1.15.22 (水) 

午前10時～11時30分（全30回） 

495人 白神 啓子 

卓球 (前期)4/13.20.27 5/18 6/1.15.29 7/6.20.27 

8/3.24.31 9/7.21 

（後期）9/28 10/12.26 11/9.30 12/14.21 1/11.18 

2/1.8.22 3/1.15.22 （水） 

午後２時～４時（全30回） 

814人 中岡 光夫 

アートフラ

ワー 

4/7.21 5/19.26 6/2.16.30 7/7.28  8/18 9/1.15.29 

10/6.20 11/24  12/15.22 1/19.26 2/2.16 3/16.30 

（木） 

午前10時～12時（全24回） 

250人 髙橋 洋子 

茶道 

（裏千家） 

4/16.30 5/14 6/18 7/2.9 8/6.13 9/10 10/1.15.29 

11/12 12/10.17 1/14.21 2/4.18 3/18  (土) 

午前10時～午後４時（全20回） 

211人 木村 ちさと 
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カラオケ 4/9.16 5/14.28 6/11.25 7/2.16 8/6.27 9/3.10 

10/8.15 11/12.26 12/10.17 1/14.28 2/4.18 3/4（土） 

3/19（日） 

4/10.24 5/8.22 6/12.26 7/3.17 8/7.28 9/11.25 

10/9.16 11/13.27 12/11.18 1/15.29 2/12.26 3/5.19 

（日） 

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） 

1,576人 吉田 英子 

合唱 4/5.12.26 5/10.17.31 6/7.21 7/5.19 8/2.16 

9/6.13.27 10/4.11.25 11/8.15.22 12/6.13.20 

1/17.24 2/7.21 3/14.21 (火) 

午後６時～９時（全30回） 

1,293人 清原 浩斗 

ゴスペル 4/15 5/20 6/10 7/22 8/19 9/9  10/14  11/25 12/9 

1/13 2/10 3/10 （金） 

午後７時～８時30分（全12回） 

62人 わく本 初美 

みそづくり 

講習会 

11/17.23 12/7.8.9.14.15.16.21.22.23.25 1/8.21(2

回).22 2/2.3.9.10.16.17.23 （水～日） 

午後１時30分～３時30分(全23回) 

242人 コミ協職員及

びNPO法人ゆ

めまちネット

ワーク 

こいや踊り 7/7.12.14.21.28（火・木） 8/4.18.25.31（火・木） 9/15

（木） 

午後７時～９時（全10回） 

291人 山本 利美 

短期教室 ・フェルト手芸（干支づくり） 

平成28年12月14日（水）午前10時～午後３時 

 

・アート書教室 

 平成28年７月21日・平成29年２月２日（木） 

午後１時30分～３時30分 

15人 

 

 

16人 

小寺 慶子 

 

 

小泉 美鈴 

 

各種スポーツ大会の開催 

（７）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） 
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［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）伝統文化いけばなこども教室【共催事業】 

・日 時：５月 28日・６月 18日・６月 25日・７月 16日・８月６日・８月 27 日・９月３日・

10月 15日・10月 16日・11月 26日・12月 24日（午前９時～午後５時・全 11回） 

（作品展）平成 28年 10月 16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：300人 

 

（２）えほんひろば＆あそびのひろば（読書のチカラ♪） 

・日 時：平成 28年 10月 29日（土）午後２時～４時 

・場 所：淀川区図書館 

・内 容：講演「わたしがこどもだったころ」 

講師：錺 栄美子 

・参加者：20人 

 

（３）かるたウォーク（淀川区魅力発見事業） 

・日 時：平成 28年 10月 30日（日） 

・場 所：淀川区加島地域（ＪＲ加島駅→香具波志神社→加島銭座跡の碑→正儀駒つなぎの楠

→上田秋成の墓碑→毛欺倫大橋→富光寺→加島霊園法然の碑→田辺製薬のお地蔵さ

ん→ＪＲ加島駅） 

・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：７人 

 

（４）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 29年３月 26日（日）午前９時～11時 30分 

・場 所：野中小学校 

・内 容：災害用備蓄品見学・心臓マッサージ体験・簡易トイレ開設体験・負傷者救助

体験・消火バケツリレー 

・参加者：100人 
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［３］コミュニティづくりを担う人材の育成 

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 28年 11月３日（木・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 

 

（２）第 43回新春たこあげ大会【共催事業】 ※雨天のため中止 

 

コミュニティづくりを担う人材の育成 

（３）よどがわフェスティバル 2016 

・日 時：平成 28年８月 20日（土）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：600人 

 

（４）よどがわワンダーランド【共催事業】 

・日 時：平成 29年２月４日（土）午前 10時～午後３時 

・場 所：淀川区民センター 

・内 容：ステージ：ジャラランベ・ロボットパフォーマンス・日本畳楽器演奏 

コーナー：お絵かき・ミニ畳作り・チリメンモンスター・プラモアートなど 

展示：キッズ川柳 

・参加者：200人 

 

（５）ハウ・リーダー育成事業 

・期 間：平成 28年４月～平成 29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。 

フェルト手芸教室・英会話教室・初級手話教室・懐メロ（ボイトレ）教室・きものリフォ

ーム教室・洋裁教室・パッチワーク教室・民踊（新舞踊）教室・詩吟教室・日本舞踊（若林

流）教室・ポーセラーツ教室・暮らしのいけ花教室・アロマテラピー教室・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・造形教室（幼児コース・小学生コース） 

・延べ参加者：2,302人 
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（６）ボランティア育成事業（コミュニティスタッフ） 

・期 間：平成 28年４月～平成 29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」の開催 

・はじめてたのしいパソコン教室  

日 時：平成 28年 12月６日（火）～８日（木）・13日（火）～15日（木） 

午後１時 30分～４時 

場 所：淀川区民センター 

内 容：パソコン初級講座 

参加者：14人 

 

・パソコンサポート講座 

参加者：23人 

 

（７）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 28年５月８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：300人 

 

（８）わがまちワークショップ事業 

○淀川区かるた講座 

・日 時：平成 28年７月 22日（金）午後１時～３時 

・場 所：塚本福祉会館 

・参加者：25人 

・内 容：講演「淀川区いろはかるた」の作成の話やかるたウォークの実話など 

 

［４］コミュニティに関する情報の収集および提供 

（１）コミュニティだより“プラス”の発行（年１回） 

コミュニティ情報・地域情報を発信（平成 29年２月・6,000部） 
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（２）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 

 

（３）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 

 

（４）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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４ 収支決算状況（消費税込み） 

（１） 収 入 

項 目 平成２８年度 備 考 

業務代行料 ３０，４６７，５１４円  

（自主）事業収入 ９，１７１，５５０円  

その他収入 ４０,２５０円  

合 計 ３９，６７９，３１４円  

 

（２） 支 出 

項 目 平成２８年度 備 考 

管理運営経費 ３０，４６７，５１４円  

 人件費 １５，２５２，９４５円  

事務費 １，８５３，０４２円  

施設管理費 ３，９２８，７４４円    内小規模修繕費：347,544円 

光熱水費 ７，４０６，８７１円  

事業費 ０円  

その他 ２，０２５，９１２円  

（自主）事業経費 ７，８８２，２２７円  

その他 ０円  

合 計 ３８，３４９，７４１円  

収支差額 １,３２９,５７３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 

・第１会議室 カーペット張替実施 

・第２会議室 机・椅子の入れ替え 

 

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 

・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 

・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 

 

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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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 ２５日 ２３日 ２７日 ２５日 ２２日 ２６日 次月に実施 4日・28日 ２６日 23日 ２７日 ２７日

日常清掃 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

貯水槽清掃 年１回 １５日

吸収式冷温水機定期点検(ﾎｰﾙ） 年３回 ２８日 １６日 ８日

ＧＨＰ定期点検（会議室） 年１回 ２２日

エレベーター 月２回 ８日・２２日 １１日・２３日 ３日・２０日 １日・２５日 1日・24日 ２日・２１日 7日・２１日 4日・１６日 2日・21日 6日・18日 １日・１５日 １日・１５日

自動ドア 年４回 １２日 ３日 １０日 ２１日

舞台吊物設備 年１回 １９日 ２２日

警備 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

消防設備点検 年２回 ６日 ７日

電気設備(受変電）巡視点検 月１回 １４日 １２日 ６日 ７日 4日 １日 6日 10日 1日 12日 ２日 １６日

電気設備点検（受変電）
　※停電伴う

年１回 ６日

電気設備(直流設備点検） 年１回 ２６日

その他管理関係における作業点検など

・９/１６　吸収式冷温水機　点検

・１１/８　吸収式冷温水機　暖房切り替え

・2/13　非常用放送設備取替

・2/14　建築設備定期点検

・3/13　ＥＶの臨時点検・動作確認

備考

・8/16　消防訓練（消防立会あり）

・8/1-31　施設アンケート　実施

・2/1～2/28　施設アンケート　実施

・4/3　害虫駆除　室内用品の設置

・4/25　３階蛍光灯をLEDに交換

・6/6　　GHP修理

・7/15　貯水槽の清掃、水質検査

・8/23　屋上の除草作業

・8/26　植木の剪定、害虫駆除

電
気

そ
の
他

平成２８年度　淀川区民センター管理運営業務実施一覧
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