
(様式 ４） 

平成１９年度維持管理・保守点検実施状況

施設名横浜市福寿荘

ＮＯ 実施年月日 実施内容 業者名 点検結果等 対応状況

１ 

Ⅱ１９．４．１～ 

H1９．４．３０ 

圖気機械設備運転

呆守管理

国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株） 特配すべき事項なし

２ H1９．４．１１ ﾄｲﾚ消臭・洗浄業務 日本ｶﾙﾐｯｸ（株） 特記すべき事項なし

３ H1９．４．１１ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

４ 

Ⅱ１９．４．１～ 

Ｈ１９．４．３０ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株）

強風により、無施錠の

最終扉（職員用玄関）

が開放し、異常信号発

報（4.14）

警察と共に出

動し、点検・施

錠後終了

５ 

Ｈ１９．４．１～ 

Ｈ１９．４．３０ 

清掃業務（日常） (有）草野ピルｻｰﾋﾞｽ 特記すべき事項なし

６ 

Ⅱ１９．５．１～ 

Ⅲ1９．５．３１ 

電気機械設備運転

保守管理

国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾟｽ（株）

5/４．１１．１８．２５浴槽高

濃度塩素循環消毒作

業 。

5/２４下駄箱室上天井

のﾌｧﾝｺｲﾙより漏水。

5/２５焼却炉故障のた

め、買電に切替、５/2〔

にエ場電気に切替。

5/２４応急処置

実施

5/２５切替のた

め、－時停電

(約１秒） ｡ 

７ H1９．５．２１ 高架水槽水質検査 (社)横浜市薬剤師会 異常なし

８ H1９．５．２７ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

9 

１１１９．５．１～ 

1１９．５．３１ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 特記すべき事項なし



(様式４）

１０ 

Ⅱ１９．５．１～ 

Ｈ１９．５．３１ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

仕様轡とおりに実施で

きていないため、担当

者へ改善するよう連

絡 ｡ 

改善がみられ

ない。

１１ H1９．５．２９ 

清掃業務（定期）

ｶﾞﾗｽ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｼﾞータ

ン

(有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

伊■一色一一

１階部分使用中のた

め､ｼﾞｭｰﾀﾝ清掃未実施。

後日、１階部分

のみ実施する

ことで鯛整済

み。

１２ 

H１９．６．１～ 

H1９．６．３０ 

電気機械設備運転

保守管理

国際ピルｻｰﾋﾞｽ（株）

6/1.8.15.17.28浴槽

高濃度塩素循環消毒作

業 。

6/１５冷却塔点検実施。

6/１８～6/２６圧力容器

点検整備。

１３ 

H1９．６．１～ 

H1９．６．３０ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株）

6/８．６/１６清掃業者に

よるｾｯﾄし忘れのため、

出動 ０ 

清掃業者に厳

重注意をする。

１４ 

１１１９．６．１～ 

Ⅲ1９．６．３０ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

仕棟谷とおりに実施で

きていないため、担当

者･責任者へ改善する

よう連絡。

改善がみられ

ない。

１５ H1９．６．９ 浴槽水質検査 国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

公衆浴増における水質

等に関する基準適合。

１６ H1９．６．１３ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

１７ H1９．６．２０ 自動ドア点検 (株）神奈川ﾅﾌﾞｺ

正面内扉経年劣化によ

る各部磨耗のため、装

置一式の交換必要。正

面外扉ｾﾝｻｰｶﾊﾞｰなし。

1/２１修繕実施
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１８ Ⅱ1９，６．２６ 消防設臓点検管理 平山防災設備(株）

消火器具交換・屋内消

火栓不備・非常電源不

傭・非常電源不備・防

排煙設備不備。

消防法に基づ

いた点検結果

報告を待って、

修緒検討。

１９ H1９．６．２８ 

清掃業務（定期）

ｼﾞｭｰﾀﾝ 

(有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
1階部分、ｼﾞｭｰﾀﾝ清掃

実施（５月未実施分）

２０ H1９．６．２９ 複写機ﾘｰｽ点検 ﾔﾁﾖｺｱｼｽﾃﾑ（株） 異常なし

２１ 

Ⅱ１９．７．１～ 

Ⅱ1９．７．３１ 

電気機械設備運転

保守管理
国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

７/6.13.20.27浴槽高

濃度塩素循環消毒作

巣 ◎ 

7/３０ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰﾚｼﾞｵﾈﾗ 

検査結果・不検出

２２ 

Ⅱ１９．７．１～ 

Ⅱ1９．７．３１ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株）

6/８．６/１６清掃業者に

よるｾｯﾄし忘れのため、

出動 ｡ 

２３ 

Ⅲ1９．７．１～ 

H１９．フ．３１

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

仕様書とおりに実施で

きていないため、担当

者･責任者へ改善する

よう連絡。

２４ H1９．７．１０ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

２５ 

Ⅲ１９．８．１～ 

Ｈ１９．８．３１ 

電気機械設備運転

保守管理
璽際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

７／3.10.17.24.31 

浴槽高濃度塩素循環消

毒作業。

8/６クーリンク゛タワー点検

8/２０ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ点検

２６ 

Ｈ１９．８．１～ 

H1９．８．３１ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 特配すべき事項なし
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２７ 《１１３ 
● 

● ８８ 
● 

● ９９ １１ ⅢⅡ 清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

仕棟書とおりに実施で

きていないため、担当

者･責任者へ改善する

よう連絡。

２８ H1９．８．１５ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株)＿ 異常なし

２９ 

１１９．９．１～ 

Ⅲ1９．９．３０ 

電気機械設備運転

保守管理
国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾟｽ（株）

9/7.14.21.28浴槽高

濃度塩素循環消毒作

業 。

9/２０ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰﾚｼﾞｵﾈﾗ 

検査結果・不検出

３０ 

Ｈ１９．９．１～ 

Ｈ１９．９．３０ 

椴械警備点検 ｾｺﾑ（株） 異常なし

３１ 

Ｈ１９．９．１～ 

Ｈ１９．９．３０ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 特配すべき事項なし

３２ H1９．９．１１ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

３３ Ⅱ1９．９．２７ 自動ﾄﾞｱ点検 神奈川ﾅﾌﾞｺ(株） 異常なし

３４ Ⅲ1９．９．８ 運動器具点検 TMS-SASAKI 異常なし

３５ 

Ⅲ１９．１０．１～ 

Ⅲ1９．１０．３１ 

電気撹械設備運転

保守管理
国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

10/5.12.19.26浴槽高

濃度塩素循環消毒作

業 ｡ 

３６ 

H1９．１０．１～ 

H1９．１０．３１ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 異常なし

３フ

H1９．１０．１～ 

Ⅱ1９．１０．３１ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 特記すぺき事項なし

３８ H1９．１０．１７ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

３９ Ｈ１９．１０．１０ ﾄｲﾚ消臭・洗浄業務 日本ｶﾙﾐｯｸ（株） 特記すべき事項なし
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４０ Ⅱ1９．１０．１９ 複写機ﾘｰｽ点検 ﾔﾁﾖｺｱｼｽﾃﾑ（株） 異常なし

４１ 

Ｈ１９．１１．１～ 

Ｈ１９．１１．３０ 

電気機械設備運転

保守管理
国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

７／2.9.22.30浴槽高

濃度塩素循環消毒作

業 ◎ 

11/２８空調機ﾌｨﾙﾀｰ交

換清掃

４２ 

H1９．１１．１～ 

Ⅱ１９．１Ｌ３０ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 特記すぺき事項なし

４３ 

H1９．１１．１～ 

H1９．１１．３０ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

ｽﾀｯﾌﾛｰﾃｰｼｮﾝ表が届か

ないので硝求をした。

４４ H1９．１Ｌ１３ ｺﾋﾟｰ機点検 ヤチヨコアシステム(株） 異常なし

４５ H1９．１１．１４ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

４６ 

H1９．１２．１～ 

H1９．１２．２８ 

電気機械設備運転

保守管理

国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

12/7.14.21.26浴槽高

濃度塩素循環消毒作

業 ● 

４７ 

Ⅱ１９．１２．１～ 

Ｈ１９．１２．３１ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 特配すべき事項なし

４８ 

Ｈ１９．１２．１～ 

Ⅱ1９．１２．２８ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

20日職員出勤せずそ

の後不定期勤務

４９ Ｈ1９．１２．７ 輪転機点検 ＲＩＳＯサービス 異常なし

５０ Ⅱ1９．１２．１０ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

５１ H1９．１２．１０ 石鹸機点検 日本ｶﾙﾐｯｸ(株） 異常なし

５２ H1９．１２．２１ 自動ドア点検 神奈111ﾅﾌﾞｺ(株） 異常なし

５３ 

Ⅲ２０．１１．４～ 

H2０．１．３１ 

電気機械設備運転

保守管理

国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

1/4.11.18.25浴槽高

濃度塩素循環消毒作
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Ｆ 

業｡ 

５４ 

H２０．１．５～ 

H20．Ｌ３１ 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 特記すべき事項なし

５５ 

H２０．１．５～ 

H２０．１．３１‐ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 特配すべき事項なし
●｡ 

５６ H2０．１．２１ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

５７ H2０．１．２１ 自動ﾄﾞｱ点検 神奈川ﾅﾌﾞｺ(株） 自動ﾄﾞｱ修縄実施

５８ 

H20.2.1～ 

H2０．２．２９ 

電気機械設備運転

保守管理

国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

1/4.11.18.25浴槽高

濃度塩素循環消毒作

業。.

５９ 

H２０．２．１～ 

H20.2.29 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 特記すべき事項なし

６０ 

Ⅱ２０．２．１～ 

H20.2.29 

清掃業務（日常） (有)草野ピルｻｰﾋﾞｽ 特配すべき事項なし

６１ H2０．２．１３ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

６２ Ⅱ20.2.21 自動ﾄﾞｱ点検 神奈川ﾅﾌﾞｺ(株） 異常なし

６３ 

H２０．３．１～ 

Ⅱ20.3.31 

電気撹械設備運転

保守管理

ヨ際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株）

3/7.14.2Ｌ28.31浴槽

高温度塩素循環消毒作

業｡ 

６４ 

H２０．３．１～ 

H20.3.31 

機械警備点検 ｾｺﾑ（株） 異常なし

６５ 

H２０．３．１～ 

H2０．３．３１ 

清掃業務（日常） (有)草野ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 毎週木曜日作業無し

６６ H2０．３．１２ 昇降機点検 ｾﾌﾃｨｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（株） 異常なし

６フ H2０．３．１４ 自動ドア点検 神奈川ﾅﾌﾞｺ(株） 異常なし
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６８ Ⅲ2０．３．２５ 

ﾈｽﾞﾐ･昆虫等防除作

巣

横浜ｻﾝｾﾙﾌ(株） 消毒済み

６９ H2０．３．２５ 座布団乾燥 横浜ｻﾝｾﾙﾌ（株） 乾燥済み

７０ Ⅱ20.3.25 消防等設備点検

平山防災設備株式会

社

異常なし



、.

平成19年度横浜市福寿荘運営委員会及び利用者会議等開催実績

施設名横浜市福寿荘

Ｉ 
NＯ 実施年月日 参加人数 内容等

１ H1９．４．１６ 利用者会 ４６名
耐震補強等エ事について

演芸の抽選について

２ H1９．４．２３ 登録団体代表者会 ４２名

平成１９年度文化祭について

団体入会希望者への対応

３ H1９．４．２３ 登録団体講師会 １１名
平成１９年度文化祭について

団体入会希望者への対応

４ Ｈ１９．４．２７ 運営委員会 6名

利用者会・団体登録

代表者会・講師会内容報告

．５ H1９．８．２３ 利用者会 ６３名
平成１９年度文化祭について

演芸の抽選について

６ Ｈ１９．８．２４ 登録団体代表者会 ４８名
平成１９年度文化祭について

貸室利用について

７ H1９．８．２４ 登録団体講師会 １８名
平成１９年度文化祭について

貸室利用について

８ Ｈ１９．８．２９ 運営委員会 6名
利用者会・団体登録

代表者会・講師会内容報告

９ H2０．２．１３ 利用者会 ４６名
大広間貸しカゴについて

利用のマナーについて

１０ H2０．２．１５ 登録団体代表者会 ５１名
文化祭について（報告）

貸室利用について

１１ H2０．２．１５ 登録団体講師会 ２８名
文化祭について（報告）

貸室利用について

１２ H20.2.27 運営委員会 ６名 平成１９年度事業報告



大広間午前輪踊りアンケート

福寿荘大広間ご利用の皆様へ

現在、午前の輪踊り曲変更を検討しています。皆様が楽しめる輪踊りに

変更したいと思いますので、アンケートにご協力をお願いいたします。

◆現在の曲のままで良いか、変更した方が良いがどちらかを選び、

変更した方が良い場合は、変更したい曲２つに○をつけてください

、■

月曜日の輪踊り

◇現在の曲で良い（やかたおけさ／浜おけさ）

◇変更した方が良い（お米さんありがとう音頭／花のにっぼん総おどり／

ズンドコ節／初恋列車／同窓会音頭／花笠音頭／火の国音頭／平成音頭

ピューテイフルサンデー／明日があるさ／その他（））

火曜日の輪踊り

◇現在の曲で良い（水上小唄／市川文殊）

◇変更した方が良い（お米さんありがとう音頭／花のにっぼん総おどり／

ズンドコ節／初恋列車／同窓会音頭／花笠音頭／火の国音頭／平成音頭

ビューテイフルサンデー／明日があるさ／その他（））

水曜日の輪踊り

◇現在の曲で良い（ばんぱ踊り／東京おけさ）

◇変更した方が良い（お米さんありがとう音頭／花のにっぼん総おどり／

ズンドコ節／初恋列車／同窓会音頭／花笠音頭／火の国音頭／平成音頭

ピューティフルサンデー／明日があるさ／その他（））

木隔日の輪踊り

◇現在の曲で良い（帆柱起し音頭／おいとこそうだよ）

◇変更した方が良い（お米さんありがとう音頭／花のにっぼん総おどり／

ズンドコ節／初恋列車／同窓会音頭／花笠音頭／火の国音頭／平成音頭

ピューテイフルサンデー／明日があるさ／その他（））
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大広間午前輪踊りｱﾝｹｰﾄ結果報告

（配布･回収曰８月９日～８月１５日）

月曜日
やかたおけさ(現在曲）

浜おけさ(現在曲）

火の国太鼓

花の日本総おどり ９７２１ 名名名名
金曜日

ズンドコ節

同窓会音頭

好きになった人(現在曲）
平成音頭(現在曲）
初恋列車

ビューティフルサンデー

横浜新生音頭

お米さんありがとう音頭
火の国太鼓

花の日本総おどり ９７３３２２１１１１ 名名名名名名名名名名火曜日

ピユーティフルサンデー

明日があるさ

ズンドコ節
花の日本総おどり
だんな様

2000年音頭

同窓会音頭

会津磐梯山

水上小唄(現在曲）

市川文殊(現在曲） ５４４４２２１１００ 名名名名名名名名名名
土曜日

旭区民音頭(現在曲）

新しげさ節(現在曲）
火の国太鼓

初恋列車

花笠音頭

花の日本総おどり

お米さんありがとう音頭
2000年音頭

ズンドコ節

新御町内音頭
ビューティフルサンデー ６４４４３２１１１１０ 

名

名名名名名名名名名名水曜日

はんは踊り(現在田）

東京おけさ(現在曲）
同窓会音頭

北海よされ節

2000年音頭

越中おわら節

初恋列車

お米さんありがとう音頭
火の国太鼓

ｽﾂﾄﾞｺ節 ５４３３２２１１１１ 名名名名名名名名名名
日曜日

大東京音頭(現在曲）

お米さんありがとう音頭
花の日本総おどり
火の国太鼓

ズンドコ節

祝い酒(現在曲）

明日があるさ

同窓会音頭

花笠音頭 ４４４３２１１１０ 名名名名名名名名名木曜日

初恋列車

花の日本総おどり

帆柱起こし音頭(現在曲）
おいとこそうだよ(現在曲）

同窓会音頭

火の国音頭

お米さんありがとう音頭
ビューティフルサンデー
花笠音頭

ズンドコ節 ８６４４４４３１１１ 名名名名名名名名名名



平成１９年度福寿荘文化祭アンケート結果報告
配布・回収曰：１１月１０曰（土）・１１月１１曰（曰）Ｆｿｹｰﾄ回収数：３８枚

①性別について教えてください ②年齢を教えてください

ロ401世代2名

ロ50飽代1名

ロ60飯以上35名

③福寿荘にご来館したことがありますか③で｢はい｣と苔え尼方は､よくどこを利用しますか(複数回麺）

④福寿荘文化祭開催について知っていましたか④で｢はい｣と苔えた万は、どこでお知りになりましだが(祖数回笘可）

⑤福野圧文化祭には回を架しみにいらっしゃいまし)Eか（榎数回笘可）⑥楓瑠汪文化祭で良かったもの、楽しかったものはどれですか（複敏回答可）

ロ福野荘だより14名

■友人など10名

ロ広報よこはま6名

ロその他（知人｡
団体）8名

ロ何台発表7名

ロ作品展示5名

□お風呂開放4名

ロ大広間峡面会ｚ
名

■ｽﾎｰﾂｺｰﾅ-1名

□お菓子販売1名



⑦来年度以降の福寿荘文化祭で、実施してほしい催し物はどれですか

●-_-■￣－－－~~△~~~~￣ 

⑧福寿荘文化祭についてのご意見やご感想を白Fhにお雷きください
.今後も楽しみにしています。

･皆楽しそうに参加している。

.書道でかかれている字がiiiめない｡普通文字と出来れば意味を併記して欲しい。
へ>習字も同じ｡絵画写真で場所や像等､目で見て解からないものは表題をつけて欲しい。
（これらのこ事は本来は邪道だが素人が見て解からない様では興味もわかない）

･文化の向上にこの催しはよい。
､作品展示を見てどれもこれも皆上手で素晴らしい作品ぞろいで作者が楽しんで作品に注力
しているのが頭に浮かんでくる気持ちがいい。

･今年の文化祭はせいだいで特に良かった今後も続けてください。
･近年になかったイペントで非常に楽しかった。

.この施設は長寿の手助けをしていると思う｡良い企画をして多く集合してもらえるようにして欲しい。
･毎日楽しみに福寿荘に｢おどり｣｢カラオケ｣に来ています。
･職員一同の協力が特に良かった。
･講師会の発表の場を設ける。
･今年の文化祭は近年にない良かったです｡特に大広間映画会。
.カラオケの連続でつまらないもう－エ夫して踊りなどを増やしたいとおもいます。
･皆で歌う歌をとりあげる。

.福野荘の中で何が行われているのかいつもなぞだったのですがよくわかりました。
･文化祭のおかげで中に入る事が出来て良かった。
利用者には最高のサービスをする福野荘の皆様に感激しました。
｡とても活気があって良かったと思います｡出店したらよい。
.日頃おけいこ事発表できて良いと思う。

･地域の幼稚園､保育所の演技発表などもあると良い。
.楽しかった｡とてもすばらしかった。
.皆さん上手です｡良く勉強していらっしゃいます。
･何時も親切な対応感謝しております。

⑨福寿荘についてのご意見をご自由にお書きください
.何時来ても楽しいです。

･いつも老人のために施設を準備頂きありがとうございます。
･図書室にもっと新しい図書をいれてください。
･大広間､ロビー以外の休息用椅子か何か腰をおろす場所が少ない年寄りの立ちっぱなしはつらい。
･鍵の管理がめんどうだ。

･福寿荘の職員の皆様ご苔労さまです｡来る人たちが気分良くまた楽しかったという気持ちでまた
来たくなる憩いの場として一層の向上を計ってほしいです。

･福寿荘の方の協力が良かった。
･福野荘の入りロが狭い。

･雑誌の購入(NHK趣味のテキスト）

・外部の方の為のギャラリーとして開放。
･皆様のご苦労に感謝いたします。

.小さい子どもとのふれあいの場があるといいとおもいました｡2,3歳の子どもと折り紙やわなげなどで
ふれあえるイベントが月１回でもあるといいと思いました。

､大広間についていつも同じようなことばかり皆で体を動かせ楽しい事もあってほしい。
･座席は指定ですか？自由にしてください。
.たまに来ても席が決まっている人達が居るので座るところがないので困ります。
､大広間はカラオケ踊りばかりでなく講演会､音楽会など､地域の活動の場として利用できるようにして
欲しい。

､老化防止のため大いに利用させていただきます｡健康と頭の体操は医療にたよらない行政に迷惑を
かけない基本的なことです。

ロ作品囲示15名

■何台発表11名

ロ大広､l峡面会8名

ｐお菓子阪完5名

■団児や小学生との文
五5名

ﾛｽﾎﾞｰｯｺｰﾅｰ1名

□お茶1名-，－－－－


