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今年こそ「整理収納」できるようになる!
片付けが苦手、物が多くて片付かない…お家の悩み解決企画

整理編

1日5分探しモノを
していた場合、1 年
で 1825 分　約 30
時間になり、1 年間
で、丸 1 日以上の
時間を無駄にして
いることになります。

まずは基本の考え方です。
◆ 「整理」の定義は、無駄なモノを取り除くこと。
◆ 混乱しているモノをきちんとした状態にすること。

「整理」とは一体何なのか？

「整理」ができれば 3 つの効果が生まれます。
１ 探し物をしたり、気にかかる不安がなくなる「精神的な効果」
２ 同じものを重複して買い物をしなくなったり、家にあるものを
    把握することで無駄遣いをなくす「経済的な効果」
３ 探し物をする無駄な時間をなくす「時間的な効果」
この 3 点が「整理」ができるようになると改善します。

家の中は気付いたらモノが多いなぁ。と感じる方も、なぜモノが増えているのか？
という点は見落としがちです。
例えば、次にあげるようなことは経験ないでしょうか？
◆ 粗品など 無料のモノは使うかは別として、簡単に持ち帰ってしまう
◆ 流行に弱かったり、バーゲンなどで本当はそこまで必要でなくても、
    少し欲しかった程度の気持ちでつい買ってしまう
◆ 2 個買ったらお得という商品を 1 個あれば十分なのに、つい 2 個買ってしまう
これらの行動により、自分でも気づかないうちにどんどん物を増やしています。

「整理」ができれば「すっきりする」だけの効果ではありません。

「なぜモノが増えるのか？」自分自身の原因を理解しましょう。

特集
spring

はじめまして、
団地再生課の
大井です！

お住まいの方からお家の悩みで耳にするのが
“整理収納が苦手” ということ。片付けたいけど何からすればいいかわからない、収納場所
に収まりきらずモノがあふれて生活する空間がどんどん狭くなっている･･･なんてことあり
ませんか？
公社団地にお住まいの皆さまに、限られた住まい空間を広く快適に暮らしていただきたいと
いう思いから、整理収納アドバイザーの小林先生のご協力のもと暮らし方提案企画「整理収納
イベント」を堺市の茶山台団地で実施しました。
今回はその「整理収納セミナー」講義内容の中から整理収納のコツをお知らせします！

整理収納アドバイザー
小林朗子

整理収納アドバイザーとしてコンサルティ
ングやセミナーを行う他、各種媒体で執筆
活動も行う。

お家の「整理収納」でお悩みの皆さま、よくあるアンケートでも「片付ける
時まず何をしますか？」という質問に対して「整理収納の本を買う」「収納
棚やグッズを買う」という方が多いです。
近頃はさまざまな本も出版されたり、さまざまな収納グッズも登場しています。
しかし、まず最初に本や収納グッズを買ったからといって片付くわけではあ
りません。　「整理する」＝「収納する」ではないのです。まずは「整理する」
をよ～く理解していただいた上で、「収納する」の説明をいたします。
一つずつ読んだら　　を入れて少しずつご理解いただけると嬉しいです。
実際の「整理・収納」の手順方法については、4 月末にホームページでご案
内いたしますのでご確認ください。

　　を入れて少しずつご理解いただけると嬉しいです。　　を入れて少しずつご理解いただけると嬉しいです。　　を入れて少しずつご理解いただけると嬉しいです。

迷信を気にしている
　ぬいぐるみや人形は気になる際は供養しましょう。
壊れていない
　ティーカップなどお皿は割れたが、カップだけ残ってい
　ても実は使用しない。

「しつけ」を気にする　 
　モノを大切にするのは当然のことです、大切に
　できるモノを持ちましょう。
高価なもの
　箪笥の肥やしになるばかりです、大事なモノほど大切に
　使い、目の届くところで使用しましょう。
アクセサリーなど小物  
　片方無くなったアクセサリーなど小さいモノでもモノは
　モノです。
いただきもの
　頂いた方の顔が思い浮かぶと手放すことが難しくなりま
　す。いただく時はよく考えましょう。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

整理を難しくしている原因「モノ」には食品のように「消費期限」が無いので判
断が難しいですね。「いつか痩せたら着る」「いつか使
うかもしれない」といった言葉は「モノ」をため込む
方の特徴です。「いつか」という日付は来ないので、
かならず「いつ」を具体的に決めていく事が大切です。

ではなぜ「整理」が難しく、やっかいに感じるのでしょうか。

収納のひと工夫

収納は「立てる」が
基本です。「重ねる」
と上のモノしか把握
できないので、立て
て全体的にモノを把
握します。

収納グッズはグルー
プごとに種類を揃え
るとキレイに見せる
ことができます。

収納はあまりきっち
りしすぎないことも
ポイントです。まず
はグループごとの
ざっくり収納からで
OK です。

今回お知らせしたセミナー内容をふまえて、
茶山台団地 にご入居中のお住まいで「訪問実践編」をいたしました。その際の作業工程やひと工夫などを 
 4 月下旬に 当公社ホームページで公開予定 です！ぜひご覧ください！

お楽しみに！

大阪公社PCの方 スマートフォンの方

団地再生課　再生グループ　06‒6203‒5534お問い合わせ先

収納編

「収納する」ということは、収納グッズをインテリアのように配置することではりません。
収納では「出しやすく、戻しやすい」を第一に考えましょう。モノは「出す→使う→戻す」の繰り返し作業です。
この動作がしづらいと、整頓できなくなります。

「収納」は「インテリア」というのは誤解です。

それは家の中での生活行動パターンと収納場所が合致しているかどうかです。必要なときに使いやすく、正しい場
所にモノが収納されているかどうか。散らかる場所には散らかる原因が必ず隠れています。

収納グッズを揃える前にやるべきことがあります。

ついつい食べ過ぎるとお腹が苦しいのと同じです。 収納も詰め込みすぎると、必要な物がすぐに取り出せなかった
り、中身が把握できず不要なモノをため込むことになり、モノの循環が悪くなります 。

収納スペースは食欲と同じく「腹八分目」！

引き出しを開けて 1 アクションと数えます、閉めると２アクション。アクション数が増えるほど収納は面倒になり
ます。収納の中に収納をついついやってしまいますのでよく考えましょう。使用頻度が高い場所ほどアクション数
は少なくしましょう。

収納を考える時に大事なのは「アクション数」を大切にしましょう。
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ダンチのみなさまに愛着を持って、長く住み続けていただけるよう、それぞれのダンチの特
性にあった素敵なデザインに変わります。
5月頃から順次完成予定です。

　公社では、[ストック活用実施計画」に基づき、地域のまちなみと調和した景観の維持・増進を推進するために
外構修景の取り組みを進めています。

L+DRシリーズの新たな設備L+DRシリーズの新たな設備

Before

After

Before

After

竹見台団地（吹田市）

The Landmark
　長く桃山台駅前の顔として地域のみなさま
に親しまれてきた団地。
　多くのみなさまが慣れ親しんできた住環境、
特徴を継承しつつ新しい表情を生み出すよ
う計画しました。

コンセプト

　統一感の中に感じられる、適度な変化や
リズム。また変化を置くことで多色を使い
ながら、調和した印象をつくり出し、遠景、
中景、近景と近づくに従い、見え方が繊細
に変化する、自然風景のような住宅景観を
作り出すように計画しました。

Harmony and Rhythmコンセプト

　向かい合う2棟が持つ、対性・対峙性。形状
の特徴を活かした配色により、高層棟が持
つシンボリックなシルエットが映えるよう
計画しました。

Nice Combinationコンセプト

After

Before

千里山田西団地（吹田市）

香里三井C団地（寝屋川市）

　全体の色調調和を強調し、より洗練され
た雰囲気を形成しました。

　『工事期間中は何かとご不便をおかけしました。
 　ご協力頂きありがとうございました。』

Simple and Stylishコンセプト

【一足先に完成！】羽衣団地（高石市）

外 構 修 景 の 取 組り み

完成しました
上記3団地に先駆けH27年に

工事完了しました。

お掃除簡単、そしておしゃれに暮らしたい
そんな女性のために選びました。

コンセプト  女性が暮らしやすい住まい

さらに、お部屋ごとに異なるカラーテーマをご用意しました。
モダン・ナチュラル・ホワイトの３タイプがございます。

●ホーローパネルで拭くだけお掃除のシステムキッチン
●汚れやキズに強く、断熱材で保温性の高いユニットバス
●使いやすく、収納たっぷり、おしゃれな3面鏡の洗面化粧台
●来客者をリビングのモニターで確認できるテレビモニターフォンで
お子様のお留守番も安心
●トイレは家計に優しい節水型

竹見台団地・千里山田西団地・香里三井C団地

※改修後の写真はイメージ写真です。

団地再生課　企画推進グループ　06‒7652‒5862お問い合わせ先

L + DR L + DR 
～for Lady＋Danchi Renovation～

DR DR 下田部・B・C（高槻市）

押入

上部棚

LDK

和室　4.5帖

WC

シューズボックス

浴室

玄関

冷

洗濯パン

洗面

収納

洋室 キッチン

ベランダ

～for Lady＋Danchi RenovationDanchi RenovationDanchi RenovationDanchi Renovation～

女性に優しい、新しいダンチ住まい
女性目線で家事が楽しくなるような
お部屋が登場しました

家事を
楽しく エ コ

お問い合わせ先 団地再生課　企画推進グループ　06‒7652‒5862

大好評につき、下田部・B・C（高槻市）でH２８年度から本格リノベーションを
スタートします。
（モデルルーム夏頃オープン予定）

リノベーション後間取り

下田部

おしゃれな
デザイン性

お友達やご親族の方に
是非おすすめください。｛ ｝

～外装リニューアル～

※茨木郡山B団地においても外装吹替工事実施中
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外 構 修 景 の 取 組り み

完成しました
上記3団地に先駆けH27年に

工事完了しました。

お掃除簡単、そしておしゃれに暮らしたい
そんな女性のために選びました。

コンセプト  女性が暮らしやすい住まい

さらに、お部屋ごとに異なるカラーテーマをご用意しました。
モダン・ナチュラル・ホワイトの３タイプがございます。

●ホーローパネルで拭くだけお掃除のシステムキッチン
●汚れやキズに強く、断熱材で保温性の高いユニットバス
●使いやすく、収納たっぷり、おしゃれな3面鏡の洗面化粧台
●来客者をリビングのモニターで確認できるテレビモニターフォンで
お子様のお留守番も安心
●トイレは家計に優しい節水型 ※改修後の写真はイメージ写真です。

団地再生課　企画推進グループ　06‒7652‒5862お問い合わせ先

L + DR 
～for Lady＋Danchi Renovation～

下田部・B・C（高槻市）

押入

上部棚

LDK

和室　4.5帖

WC

シューズボックス

浴室

玄関

冷

洗濯パン

洗面

収納

洋室 キッチン

ベランダ

女性に優しい、新しいダンチ住まい
女性目線で家事が楽しくなるような
お部屋が登場しました

家事を
楽しく エ コ

お問い合わせ先 団地再生課　企画推進グループ　06‒7652‒5862

大好評につき、下田部・B・C（高槻市）でH２８年度から本格リノベーションを
スタートします。
（モデルルーム夏頃オープン予定）

リノベーション後間取り

下田部

おしゃれな
デザイン性

お友達やご親族の方に
是非おすすめください。｛ ｝

～外装リニューアル～

※茨木郡山B団地においても外装吹替工事実施中
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平成28年度
公社計画修繕予定団地
平成28年度は、長期修繕計画に基づき、団地の性能維持を図り、常に
良好な状態を保つため、以下の団地で計画修繕を実施します。

項目 対象団地

●香里三井 340戸  ●香里三井B 258戸  
●熊取 110戸  ●大町   57戸
●東大阪鴻池   30戸  ●OPH 茨木大池 213戸  
●さつき 130戸  ●OPH 守口長池町   60戸
●OPH 千里佐竹台Ⅱ 356戸  ●OPH 新金岡 123戸  
●鷹合 311戸  ●西田辺 155戸
●春日出 141戸 

●牧野・B 380戸※  ●喜連 350戸

●枚方 120戸※

●OPH 山本   76戸  ●西田辺   55戸  
●あすと松之浜   73戸  ●OPH 千里佐竹台 204戸
●OPH 北千里駅前 216戸  ●OPH 吹田片山   96戸  
●OPH 寝屋川豊野   56戸  ●OPH 新千里西町 246戸
●OPH 千里西町緑地 90戸 

●竹見台 206戸※  ●千里山田西 356戸※ 
 ●香里三井Ｃ 340戸※  ●茨木郡山B 119戸※

●庭代台 230戸※  ●庭代台B 140戸※ 
●竹見台 206戸※  ●香里三井C 340戸※ 
●星田 190戸※  ●原山台B 495戸
●三原台 250戸  ●三原台B 211戸 

外壁改 修

建物鉄部塗装 替

屋上防水

各戸量水器取替

屋外給水管改修

受水施設設備改 修

ガス漏れ
警報器取替

※……H27年度からの継続団地

●下田部・B・C 1,140戸※  ●香里三井C 340戸※
●千里山田西 356戸※  ●竹見台 206戸※ 
 ●茨木郡山B 119戸※

●金岡東Ⅰ 80戸 ●門真・B 188戸L E D 照 明 取 替
項目 対 象 団 地

ストック活用実施計画に基づく改修 　公社賃貸住宅にお住まいで、収入の低下により家賃の支払が困難になられた方を対象に、毎年2回（5月と
11月に予定）府営住宅への入居あっせん（1回募集あたり15戸程度）を行っております。
　申込期間や条件等、詳細については、事前に団地内掲示板等でお知らせします。
　※本募集ではお住まいの地域によって応募できる地域（住宅）が定められており、お住まいの地域において
申込いただける住宅の募集がない場合は掲示いたしません。

住宅管理課　管理企画グループ　06‒7562‒5863お問い合わせ先事業計画課　調整グループ　06‒6203‒5457お問い合わせ先

府営住宅への入居あっせんについて

家賃等の口座振替について

お問い合わせ先 収納管理課　収納･債権管理グループ　06‒6203‒5645

　上記の納付書でのお支払いが遅くなりますと、延滞損害金が発生する場合があります。
　延滞損害金が発生した場合、お支払いいただいた翌月の初旬に延滞損害金用の納付書を送付
しますので、指定金融機関（ゆうちょ銀行以外）の窓口でお支払いください。

延滞損害金の発生と支払い方法について

　納付書を送付しますので、指定金融機関（ゆうちょ銀行以外）の窓口でお支払いください。
※振替は当月分のみです。前月分等は納付書でお支払いください。

振替日に振替ができなかった場合について

再振替について
　当公社では、当月分の各種料金（例：家賃、駐車場使用料）を当月２８日に口座振替しておりますが、
預金残高不足により口座振替できなかった方に対し、翌月８日にもう一度口座振替を行う「再振替」
を実施しております。

 １　回　目：当月２８日（２月のみ２６日）
再　振　替：翌月 ８ 日（１月及び５月のみ１５日）

なお、振替日が金融機関の休業日の場合は翌営業日となります。振替日
前日までに振替口座へのご入金をお願いいたします。

　大阪府では、公的賃貸住宅（府営住宅、公社賃貸住宅、UR賃貸住宅）でのグループホーム・ケアホームの設置促進事業
に取り組んでいます。
　公社では、グループホーム・ケアホームの運営事業者に住戸を提供することにより、「地域で暮らしたい、働きたい」と
いう思いを持った障がいのある方々や高齢者の方々の地域での自立した暮らしを支援していきます。
　公社賃貸住宅では平成28年3月末現在2団地で開設しております。

グループホーム・ケアホームについて

住宅経営課　企画グループ　06‒6203‒5453お問い合わせ先
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お客様アンケートの調査結果

　当公社では、「お客様満足度の向上」を経営目標として掲げ、サービスの向上に努めて
おり、毎年度お客様アンケート調査を実施しております。
　平成２７年度も、昨年12月に窓口アンケートを、本年２月に入居者アンケートを実施いた
しました。
　この調査は、当公社の職員の接遇や修繕対応などの現状のサービスについて、お客様
からどの程度評価されているのかをお聞きし、よりレベルの高いサービスの提供を実現する
ために実施しているものです。

平成27年度

アンケートにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
さらに高い評価をいただけるよう、更なるお客様サービスの向上・満足度
の向上に努めてまいります。

この１年くらいの間に、手続き・申込み・ご相談等で管理センターへ
行かれたことがあると答えた方

管理センターに行か
れた時の職員の応対
を総合的に評価する
と、どのように思われ
ましたか？

90.8％

94.0％

92.4％

H27

H26

H25

年度設問内容 ①大変良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤大変悪かった

22.0% 41.8% 27.0% 6.4% 2.8%

20.0% 46.7% 27.3% 4.0% 2.0%

20.6% 35.1% 36.6% 5.3% 2.3%

この１年くらいの間に、巡回管理員を問い合わせ等で利用したことがあると答えた方

巡回管理員を利用
したときの応対は
いかがでしたか？

 89.8％

89.4％

81.7％

H27

H26

H25

年度設問内容 ①大変良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤大変悪かった

21.6% 39.5% 28.7% 8.4% 1.8%

23.5% 43.0% 22.9% 5.3% 5.3%

27.9% 30.5% 23.4% 12.2% 6.1%

この１年くらいの間に、管理センターに電話で、手続き・申込み等の
問い合わせや相談をしたことがあると答えた方

この１年くらいの間に、お住まいの修繕を公社に依頼したことがあると答えた方

修繕の対応にはご満
足いただけましたか？

76.0％

80.4％

75.4％

H27

H26

H25

年度設問内容 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満

52.3% 23.6% 17.4% 6.6%

62.4% 18.0% 12.4% 7.2%

49.2% 26.2% 13.1% 11.5%

この１年くらいの間に、当公社（北浜本社、管理センター、巡回管理員窓口）に、
相談や苦情で問い合わせや来場をしたことがあると答えた方

ご相談の結果はどう
でしたか？

51.3％

57.9％

59.4％

H27

H26

H25

年度設問内容 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満

35.7% 15.6% 15.6% 33.1%

27.6% 30.3% 18.6% 23.4%

28.3% 31.0% 14.4% 26.2%

入居者アンケート調査結果

北浜本社及び大阪府内の４管理センターの窓口にご来場いた
だいたお客様
平成27年12月1日～12月16日
451件

●調査対象：

●調査期間：
●回 収 数：

窓口アンケートの調査概要

●調査対象：

●調査期間：
●回 収 数：

公社賃貸住宅にお住まいの方の中から、無作為で抽出した
2,000世帯
平成28年2月1日～2月19日
1,067件（回収率53.4％）

入居者アンケートの調査概要

評価指標
（①大変良かった＋②良かった＋③普通の合計）

評価指標
（①大変良かった＋②良かった＋③普通の合計）

管理センターに電話
されたとき、応答した
職員の対応はいかが
でしたか？

88.8％

 92.4％

 89.2％

H27

H26

H25

年度設問内容 ①大変良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤大変悪かった

15.8% 36.7% 36.3% 8.1% 3.1%

17.6% 39.7% 35.1% 4.6% 3.1%

16.0% 39.2% 34.0% 4.2% 6.6%

評価指標
（①大変良かった＋②良かった＋③普通の合計）

職員の応対を総合的
に評価すると、どのよう
に思われましたか？

99.5％

99.8％

99.8％

H27

H26

H25

年度 評価指標
（①大変良かった＋②良かった＋③普通の合計）設問内容 ①大変良かった ②良かった ③普通 ④悪かった ⑤大変悪かった

82.3% 15.0% 2.2% 0.4% 0.0%

78.1% 17.3% 4.4% 0.2% 0.0%

70.8% 22.8% 6.2% 0.2% 0.0%

窓口アンケート調査結果

評価指標
（①満足＋②やや満足の合計）

評価指標
（①満足＋②やや満足の合計）

経営企画課　企画グループ　06‒6203‒5452お問い合わせ先
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この１年くらいの間に、巡回管理員を問い合わせ等で利用したことがあると答えた方

巡回管理員を利用
したときの応対は
いかがでしたか？
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ご相談の結果はどう
でしたか？

51.3％

57.9％

59.4％

H27

H26

H25

年度設問内容 ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満
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●調査対象：

●調査期間：
●回 収 数：

窓口アンケートの調査概要

●調査対象：

●調査期間：
●回 収 数：

公社賃貸住宅にお住まいの方の中から、無作為で抽出した
2,000世帯
平成28年2月1日～2月19日
1,067件（回収率53.4％）

入居者アンケートの調査概要

評価指標
（①大変良かった＋②良かった＋③普通の合計）
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（①大変良かった＋②良かった＋③普通の合計）
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でしたか？
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（①満足＋②やや満足の合計）

経営企画課　企画グループ　06‒6203‒5452お問い合わせ先
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A E FDCB

クロスワード
パズルに挑戦！

GET
クイズを解いて、プレゼントを当てよう！

讃岐うどんはコレが決め手
太陽の光を浴びて、屋根の上で波のように
キラキラ輝いています
突然の雨が降ったら、ここでしばし雨宿り
すべてが一気に変わる「＿＿＿」のひと声
母の日に贈る花は？
物事の起こる原因やきっかけ。
話の「＿＿＿」を切る
木々から芽吹いたコレが、目に鮮やかな季節です
モノマネは、コレを知っている方が楽しめます
世界最大手の日本の自動車メーカー
汚れに敏感な日本人は「＿＿＿」好きと
言われています
二つ以上の数を加えて、その合計をだす計算
5月の別名
自分から見て、おじ・おばの子どものこと

1
2

3
4
5
7
 
9
10
11
14

16
18
20

クロスワードパズルのなかに、季節の関連ワードがいくつか隠されています。パズルを解いて頭の
体操をしながら、心がはずむ春から初夏の楽しさを見つけませんか。

横のカギ

●プレゼント
5月の空に気持ちよく泳いでいます
紙を束ねたものの厚みや製本したときの
本の厚みのこと
塗料を塗らない白地のままの木材
船・航空機・列車の乗組員のこと
端午の節句に食べるもの
高いところの横木を飛び越える陸上競技
落語などを演ずる演芸場のこと
人は失敗や悔しさを「＿＿＿」にして成長します
空腹の時は、何でもいいから食べて
腹の「＿＿＿」にします
数値・程度の大きな違い
事柄・状況に合わせて、適切な処置をすること
冷たいジュースを入れたコップの外側に
水滴がつく現象
山登りに気持ちいい季節になりました
いろいろなことを追求されると、コレがはげて
本性が出ます
二日酔い防止のために、飲み会の前に飲むもの

1
4

6
7
8
12
13
15
16

17
19
21

22
23

24

縦のカギ

有名ファミリーレストラン、ファーストフード、
和食、洋食、中華、焼肉、居酒屋から商業施設
のレストラン街まで幅広いジャンルで全国
35,000店舗で利用できる共通お食事券です。

「全国共通お食事券ジェフグルメカード」
3,000円分　20名様

左の専用はがきに、クロスワードパズルの答えと必要
事項をご記入のうえ切手を貼り郵送してください。
平成28年5月16日（当日消印有効）

〈応募方法〉

〈応募締め切り〉
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

　賃貸借契約書にも記載の通り、公社賃貸住宅では、観賞用の小鳥及び魚類以外の動物の飼育
を禁止しています。
（一定条件を満たし、特に動物飼育が認められている打上団地は除く。）

禁　止

　賃貸借契約の禁止事項に当たる為、当公社が指導しても尚、動物飼育を継続されている場合は、
法的手続きを含めて対応し、住宅を明け渡していただくことにもなりかねません。

犬、猫等の動物の飼育は、一切認められません。
一時的に預かる行為も禁止です。

動物の飼育はやめましょう

共用部に私物を放置する行為、及び耕作や植栽をする行為は認められません。共用部は入居者の皆様でご利用
していただく部分であり、個人による占有は認められません。また、共用廊下やベランダ等は、火災等の緊急
時に避難経路として利用する必要がありますので、物を置かれていますと避難の妨げとなり、大変危険です。

共用部の使用について！

団地敷地内での、野良猫等への餌付け行為は禁止です。餌を求めて集まった動物に
より、糞尿被害が発生し、他の入居者に対して非常に迷惑です。

団地敷地内での動物（野良猫等）への餌付け行為！

トイレのロータンク内に洗浄剤やペットボトルなどを入れられますと、内部部品の作動不良や水流不足による
汚物の排水不良など故障の原因となりますのでご遠慮ください。

トイレ使用上の注意点！

家電リサイクル法の施行により、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」については、使用者が適正に処分
することが義務付けられております。
対象商品の買い替えや退去時に処分される際には、購入店や各市町村に処分方法をお問合せの上、適切に
処理していただきますようにお願いいたします。

家電リサイクル品の処分について！

皆様がより快適に暮らしていただけますよう自治会活動へのご協力をよろしくお願いいたします。
公社からのお願い！

実際、複数件の訴訟手続きを
行っています。

その他注意事項など

各管理センター　入居サービス課までお問い合わせ先
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千里管理センター

北浜管理センター

泉北ニュータウン管理センター

泉大津管理センター

●最寄駅
大阪モノレール・
北大阪急行
「千里中央」駅

●最寄駅
京阪電鉄、
地下鉄堺筋線
「北浜」駅

地下鉄御堂筋線
淀屋橋駅下車
●番出口徒歩約5分、
堺筋線北浜駅下車
●番出口徒歩約3分

8

2

●最寄駅
泉北高速鉄道
「泉ヶ丘」駅

●最寄駅
南海本線
「泉大津」駅

月曜日～土曜日　午前9時～午後5時45分
※日曜、祝日は休み 電話番号をよく確認のうえおかけください。営業時間管理センター所在地

大阪府

TEL・FAX
06（6203）6000

夜間・休日
「緊急連絡センター」

夜間・休日に、断水・浸水・火災等の緊急を要する事故が
発生した時は、緊急連絡センターへご連絡ください。

豊中市、池田市、吹田市、
高槻市、茨木市、箕面市、
島本町

●管理区域
大阪府

千里管理センター

岸和田市、泉大津市、貝塚市、
高石市、熊取町

●管理区域

泉大津管理センター

大阪市、東大阪市、大東市、八尾市、枚方市、
守口市、寝屋川市、門真市、交野市、
堺市（南区を除く）、河内長野市

●管理区域

北浜管理センター

堺市南区 （泉北ニュータウン）
●管理区域

泉北ニュータウン管理センター
東大阪市大阪市
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大阪シティ
信用金庫

●所在地 〒560-0082　豊中市新千里東町1-1-5
 大阪モノレール千里中央ビル4階

●電　話 管　理　課 （駐車場・退去関係） 06（6833）6314

 入居サービス課 （各種申請・相談関係） 06（6833）6942

 家賃収納課 （家 賃 関 係） 06（6833）6929

 施　設　課 （修 繕 関 係） 06（6833）6351

●所在地　〒541-0042　大阪市中央区今橋2-3-21
　　　　　藤浪ビル2階

●電　話　サービス課 （駐車場・退去関係）06（7669）9110

　　　　　　　　　　 （各種申請・相談関係） 　　　    〃 

　　　　　施　設　課 （修 繕 関 係） 06（7669）9111  

●所在地 〒590-0115　堺市南区茶山台1-2-1
 泉ヶ丘センタービル2階

●電　話 管　理　課 （駐車場・退去関係） 072（343）5560

 入居サービス課 （各種申請・相談関係） 072（343）5561

 家賃収納課 （家 賃 関 係） 072（343）5562

 施　設　課 （修 繕 関 係） 072（343）5563 

●所在地　〒595-0025　泉大津市旭町22-45
 テクスピア大阪3階

●電　話　管　理　課 （駐車場・退去関係） 0725（28）0010

　　　　　入居サービス課 （各種申請・相談関係） 0725（28）0002

　　　　　家賃収納課 （家 賃 関 係） 0725（28）0001

　　　　　施　設　課 （修 繕 関 係） 0725（28）0012
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●片付けが苦手、物が多くて片付かない…お家の悩み解決企画
　今年こそ「整理収納」できるようになる! 
●L+DR ～for Lady+Danchi Renovation～
●ダンチが素敵に生まれ変わります～外装リニューアル～
●平成28年度 公社計画修繕予定団地
●家賃等の口座振替について
●グループホーム・ケアホームについて
●府営住宅への入居あっせんについて
●平成27年度 お客様アンケートの調査結果
●禁止・その他注意事項など
●クイズを解いて、プレゼントを当てよう！
  クロスワードパズルに挑戦！
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