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大阪市主催 「中之島モダンシーン」への参画 

５．業務実施状況  

１）「重要文化財・大阪市中央公会堂」PR とにぎわいの創出 

 （ア）館内ガイドツアーの実施  

   定例開催の「館内ガイドツアー」を継続して実施。感染症拡大防止対策として、4 月後半～9

月の開催はほぼ中止とし、開催時には定員を通常の 32 人から 14 人に減らし、移動時や室内で

の密を防ぎ安全に催行することに努めた。 

   緊急事態宣言の発出に伴う休館やその後の感染防止措置の影響により開催数は当初予定の 47

回に対し 28 回となったが、感染状況が比較的落ち着いていた 10～12 月の参加者数は定員の

76％を達成しており、依然として高いニーズがあるとみられる。 

また、11 月には大阪市建設局主催の沿道公園化実証イベント「中之島モダンシーン」内にて

イベント参加者向けガイドツアーを開催し、新たな客層の取り込みにも取り組んだ。 

   なお、昨年度実施し好評を博した大阪水上バス株式会社との連携によるリモートガイドツア

ー、大阪よみうり文化センター主催の街歩きツアーへの参画も予定していたが、感染症拡大の影

響により主催者判断で中止となった。 

 

※「中之島モダンシーン」内ガイドツアーは 11 月の「ベーシックコース」に算入 

 

   

 

 

（イ）コンシェルジュサービスの導入及び東側鉄扉門の開放  

    大集会室の利用がない日に限り、通常は大集会室利用者専用としている東側鉄扉門を開放して

観光客等を受け入れた。また、特に多くの来館が予想される日にはコンシェルジュを配置し、ロ

ビーにて公会堂のプロモーション映像を流して歴史や室内のみどころをご紹介するとともに、大

集会室を開放して自由見学を可能とした（8 日開放 1,164 名来館） 

■ガイドツアー参加人数実績 （人）

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

ベーシックコース（ガイドツアーのみ） 9 0 1 0 2 0 17 28 19 14 8 26 124

スペシャルコース（ランチ付） 11 0 0 0 0 0 12 23 15 9 2 12 84
ベーシックコース（ガイドツアーのみ） 9 0 0 0 0 0 23 32 22 20 2 34 142

スペシャルコース（ランチ付） 15 0 0 0 0 0 23 23 19 14 11 18 123

44 0 1 0 2 0 75 106 75 57 23 90 473

合計

10:00～

11:00～

合計

開始時間 コース名

令和3年 令和4年
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コンシェルジュによる案内 プロモーションビデオの放映  

 

（ウ）館内スーベニアショップ（公会堂 SHOP）の運営  

     感染症拡大の影響を受け、狭小な公会堂 SHOP の店舗は閉鎖を継続し、その代替として地

下 1 階の公会堂事務室の窓口及び公会堂 HP 内での告知による通信販売により公会堂をモチ

ーフにした商品の販売を実施した。ターゲットを見据え季節感を意識した商品選定や販促チ

ラシを配布したほか、貸館利用者を対象とした大口割引制度を取り入れたことで一定の売上

を獲得できた（年間売上 694,801 円）。 

 

（エ）展示室の企画運営  

         渋沢栄一と公会堂の寄贈者・岩本栄之助とのかかわりにスポットを当てた展示を新たに設

置した。明治 42 年、渋沢が団長となって米国各地を視察巡回した「渡米実業団」への参加か

ら、寄附に至るまでの岩本と渋沢との関係が詳しく分かる解説や渡米実業団ゆかりの展示物を

追加。また、岩本家が作成した「寄附事件記録」（公会堂蔵）の現代語訳を行い、その中から

渋沢の助言により岩本が寄附への決意をまとめた「趣意書」をパネル展示し、見学者に岩本の

心情がより深く伝わるよう工夫した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（オ）免震装置の視察受入  

    今年度の視察受入実績はなし。 

    

 

渋沢栄一と岩本栄之助のかかわりにスポットを当てた展示 
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２）貸室の利用促進活動  

（ア）都市魅力発信に繋がる大規模催事の誘致 

感染症拡大を受け、学会等の大規模催事の多くが中止または延期となった（令和 3 年度中

の学会等予約 13 件中 2 件のみ開催、2 件延期、9 件中止）。新規予約についても、大阪観光

局経由で MICE の問合せは数件あったものの、コロナ対策としての各室の定員制限やインタ

ーネット環境が希望条件を満たさず、見送りとなるケースが多かった。 

感染状況が落ち着くにつれ、問合せ数は増加してきている。そのため、今年度はアフター

コロナの予約獲得に向け、大阪観光局主宰「中之島エリア MICE 会議」にて中之島エリア全

体の魅力向上策（SDGs 等）を推進するほか、「大阪 MICE アカデミー」に参加し周辺事業

者との連携強化を図っていく。 

 

（イ）貸室の利便性向上 

① オンライン下見対応の開始 

10 月より、3D データを用いたオンライン下見を開始した。画面上で建物内の実測が可能

な赤外線データ「3D ウォークスルー」をメールで提供することで来館下見と遜色ない情報

量を提供し、下見可能日に都合が合わない、遠方やコロナ禍の影響で来館を控えたいなどの

需要に応えた。特殊なソフトを必要としない、クラウド管理のため重たいデータの受け渡し

が不要といったメリットも利用者に評価された。 

さらに、スケジュール調整や下見対応にかかる時間の削減により、業務効率化を図ること

ができた。 

 

 

 

② オンライン打合せ対応の開始 

10 月より、来館と電話に加え、新たにビデオ会議システム「Teams」を使用したオンライ

ン打合せの受付を開始した。主催関係者が首都圏など遠方のケース、オンライン会議が浸透

している大企業、複数社・複数人が関わる大規模催事等の利用者を中心に需要があり、利用

者の利便性向上につながった。 

 

（ウ）お客様満足度の向上  

① OUR  CREDO（SPS サービス憲章）の実践 

代表構成員が長年サービスを提供してきた中で培ったホスピタリティマインドをスタッ

フ全員に共有できるように集約した「OUR CREDO」を業務時に携帯。休館日研修等で日々

のサービスの振り返りに活用すると同時に、「OUR CREDO」に基づき、毎日のお客様との

３D ウォークスルーの導入に伴い、オンライン上での会場下見を実現 
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やりとりから品質向上やサービス拡充の芽に気づき自ら育てる意識を醸成した。 

 

② スマートサービスプロジェクト（SSPJ）の実施   

お客様からのご意見やご要望に加え、お客様と直接接しているスタッフが日頃感じている

問題点を共有し、それぞれが自ら主体的にアイデアを出し合い、事務の効率化を含めたいく

つもの改善を実現した。 

一例として、「記事掲載・撮影・画像等使用許可申請書」等の手続書類のフォーマットの

改訂が挙げられる。内容を選択式にする、注意事項を明確にする等の工夫により、記入漏れ

や誤りを防ぎ、お客様の負担とスタッフの確認時間を軽減することができた。 

  

③ 責任者会議の実施 

毎月 1 回 各業務の責任者が集まり、貸館事業や SSPJ で抽出した問題点及びその他の

お客様対応において改善が必要な案件の共有を行い、責任者間での議論を深め、より良い運

営へと繋げた。内容によっては、定例会等を通じて大阪市担当部署との情報共有も適宜行っ

た。 

 

④ スタッフ研修  

救急救命、人権、個人情報管理等、公共施設運営に必要な基本研修に加え、語学研修、大

規模催事の誘致率向上及びサービス向上につなげる為のワークショップ等、全スタッフ対象

の研修を計画的に実施した。 

 

【入社時研修】 

・サービス接遇研修（講師：SPS） 

・顧客満足研修（講師：SPS） 

・コンプライアンス研修（講師：SPS） 

・貸館予約受付研修（講師：SPS） 

・貸館機材操作及び実習（講師：SPS） 

・予約システム操作研修（講師：SPS） 

・公会堂の歴史/中之島周辺の沿革（講師：SPS） 

・現金管理業務研修（講師：SPS） 

 

【通常時研修】 

・人権研修（9/28 実施 講師：財団） 

・情報公開研修（6/22 実施 講師：財団） 

・サービス、接遇マナー研修（5/25、7/27、9/28、1/25 実施 講師：SPS） 

・サービス介助基礎研修（11/24 実施 講師：公益財団法人日本ケアフィット共育機構） 

・ビジネスコミュニケーション研修（6/22、11/24 実施 講師：SPS） 

・インフォメーション機能の強化（コンシェルジュの育成）（随時実施 講師：SPS） 

・個人情報保護、機密情報保護（10/18 実施 講師：SPS） 

・コンプライアンス研修（7/31 実施 講師：SPS） 
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・利用促進活動についての理解と促進（3/22 実施 講師：SPS） 

・公会堂・中之島知識アップ研修（6/22、9/28、11/24、3/22 実施 講師：SPS） 

・緊急時対応（防災／避難訓練)研修（7/27、1/25 実施 講師：財団） 

・環境活動への理解（11/25 実施 講師：SPS） 

・他施設見学（8/26 グランフロント大阪内 ナレッジキャピタル、 

8/30 枚方市総合文化芸術センター、10/26 京都迎賓館、12/15～16 迎賓館赤坂離宮、 

大和市文化創造拠点シリウス、東京ステーションギャラリー視察） 

・インバウンド対応研修（随時実施 講師：SPS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）自主事業の実施  

自主事業のイベント企画については、感染症拡大を受け、開催回数や所要時間、参加人数を考

慮し、感染防止対策を徹底しながら実施した。また、大阪府下の感染状況を鑑み、場合によって

は中止の判断をした。 

 

（ア）大阪市中央公会堂×大阪市立科学館「99 年目のアインシュタイン」 

・趣旨 

中之島エリアにある「大阪市立科学館」との初の共催事業として、大正 11 年 12 月 11 日、公

会堂でアインシュタイン博士が講演を行ったその日からちょうど 99 年目を記念して、相対性理

論に関する講演会や博士の愛した音楽にまつわるコンサートを開催。なお、本事業は中之島エリ

アの文化施設で構成される協議体「クリエイティブアイランド中之島」のエクスチェンジ企画（連

携事業）の実績ともなり、中之島全体の魅力発信に繋げるものとする。 

 

・実施内容（開催日時・参加人数） 

開催日時 会場 参加人数 

12 月 11 日（土） 

① 14:00～14:20 

「アインシュタインと大阪・中之島」 

② 14:20～15:00 

特別講演「100 歳を超えた相対性理論」 

③ 15:25～16:30 

「アインシュタインが愛した音楽」 

中集会室 127 人 

 

 

サービス介助基礎研修  救急救命講習 
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イベント内容が新聞に掲載された効果もあり、締切を待たずに満席となったことから、関心

度の高さがうかがえた。重力理論を専門とされる大阪工業大学教授の真貝寿明先生による、現

代物理学の礎となった博士の「相対性理論」及び宇宙に関する最新の研究についての講演では、

講演会後の質疑応答でも専門的な質問が挙がり、参加者の熱心な様子が印象的であった。科学

館学芸員による 99 年前当時の様子を紹介する解説では、アインシュタインが日本各地を回って

歓待されたことを伝える記事や写真がスクリーンに映し出され、貴重な資料に客席からは感嘆

の声が挙がった。さらに、講演会後の演奏会では、博士が音楽に精通し、音楽が偉大な発見への

アシストになっていたというエピソードも紹介され、99 年前に来館したアインシュタインを音

楽と科学の両面から身近に感じることができ、100 年を越える歴史を持つ重要文化財とともに

楽しんでいただくことができた。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（イ）特別見学会 ～歴史と意匠～ 

・趣旨 

重要文化財であり、大阪市を代表する歴史的建造物である公会堂の、普段は自由にご覧いただ

けない館内をスタッフが案内し、市民をはじめ幅広い方々に広くその魅力を体感していただく。 

 

・実施内容（開催日時・参加人数） 

開催日時 会場 参加人数 

2 月 19 日（土） 

① 10:00～11:15 

② 10:45～12:00 

③ 14:30～15:45 

④ 15:15～16:30 

大集会室・中集会室 

小集会室・特別室 
73 人 

 

・内容 

公会堂を代表する大集会室・中集会室・小集会室・特別室に施された意匠などの見どころ紹

介に加え、貸室としての魅力を解説するガイドツアーを実施した。募集開始後にまん延防止等

重点措置が発出されたため、定員を 30 人から 25 人に減員し、当日は参加者、主催者ともに

感染防止対策を十分に行い、ツアーを催行した。当日までキャンセルが懸念されたが、予約の

90％を超える方が参加され、特別見学会への期待の高さがうかがえた。また、見学会を足掛か

りに中之島周辺のレトロ建築を巡る方もおられ、大阪の魅力をさらに知っていただく機会とな

った。 
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（ウ）公会堂わくわく探検隊 ※催事中止 

・趣旨 

次代を担う小学生とそのご家族を対象として、夏休み期間に開催を予定していたイベン

ト。公会堂を代表する大集会室・中集会室・特別室と免震階の見どころを紹介することで、

世代を超えて公会堂の認知を高めるとともに、地震が頻発するなかで公会堂を地震から守る

仕組みを体感することで  防災意識を高める機会とする。 

 

・実施内容（開催日時・参加人数） 

開催日時 会場 参加人数 

8 月 9 日 

（月祝） 
10:00～12:00 

大集会室・中集会室 

・特別室・免震階 
開催中止 

 

実施予定日が大阪府下に発出されたまん延防止等重点措置の対象期間に入ったため、感染拡

大防止の観点から 7 月 13 日（火）の告知の時点で催事中止を決定した。 

 

 

（エ）生きた建築ミュージアムフェスティバル ※WEB 開催 

・趣旨 

平成 25 年より毎年秋に開催されている大阪発の日本最大級の建築イベント「生きた建築ミ

ュージアムフェスティバル大阪」に参画。市民から建築ファンまで幅広い方に、現在も現役で

利用されている「生きた建築」である公会堂を広く知っていただく機会を提供した。公会堂の

建物としての魅力発信を通して、大阪の都市魅力の向上につなげることをねらいとした。 

 

・実施内容（開催日時） 

  開催日時 対象 

10 月 22 日（金）

～ 

11 月 30 日（火） 

WEB で建物内公開 
大集会室・中集会室 

特別室及び外観 

 

昨年に引き続き、今年も感染症拡大防止を理由に主催判断でオンライン開催となった。153

の施設が参加するなか、公会堂を代表する大集会室・中集会室・小集会室・特別室の 4 室と外

観を撮影した動画を WEB 上で特別公開した。また、スペシャルコンテンツとして、公会堂の
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歴史や部屋紹介の字幕付きの施設紹介動画を提供し、WEB 上での楽しみ方を広げた。動画に

加え、創建当時や保存再生工事前の貴重な写真も公開することで、建築物のみならず、公会堂

の歴史も合わせて紹介することができた。WEB 参加者からは「地域への愛着や関心を高める

きっかけになった」「バーチャルで残念に思ったが、体力のない方など、事情があって歩き回

れない方には最適だと思えた。ぜひバーチャルも続けて欲しい」など、バーチャル開催の長所

や、建築を通した地域全体の活性化を期待する声が多く挙がった。 

  

 

 

 

（オ）「駅からはじまるアートイベント『キテ・ミテ中之島 2021』」連携事業 

－みんないきものがたり つづくよどこまでも－ 

 ・趣旨 

2021 年で開催 10 回を迎える、京阪ホールディングス株式会社主催「駅からはじまるアート

イベント キテ・ミテ中之島」に参画。芸術をきっかけに中之島を訪れ、愛着と理解を深めて

いただくとともに、中之島が持つ「文化・芸術の地」というイメージの発信を目指し、大阪の

ランドマークである公会堂を認知していただく場を創る。また、近隣の企業との連携をさらに

強化し、より広いファン層を開拓する。 

 

・実施内容 

12 月 2 日（木）～24 日（金）にかけて、公会堂地下１階共有スペース 4 ヶ所にて、 出村谷

幸子（立体作品）×酒井沙織×（インスタレーション）×「リボンでつなぐみんなの愛」（幼稚園

児による作品）を展示。様々な来館者の行き来がある共有スペースに展示をすることで、館内

の回遊性を高め、芸術を楽しみながら公会堂の魅力に触れる機会を創出した。 

 

（カ）サイエンスアゴラ in 大阪 ラウンドテーブル  

「Dialogue for Life～コロナ禍を生きる私たちの未来に向けて～」 

・趣旨 

科学技術振興機構（JST）が主催する、科学と社会をつなぐ日本最大級のオープンフォーラ

ム「サイエンスアゴラ」の大阪開催にあたり、共催に名を連ねる「クリエイティブアイランド

中之島」の参画機関として会場を提供。地域連携を強めるとともに、公会堂の知名度を上げる

ことをねらいとした。 

 

生きた建築ミュージアムフェスティバル公式 HP より 「大阪市中央公会堂」紹介 
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・実施内容（開催日時・参加人数） 

開催日時 会場 参加人数 

2 月 10 日 

（木） 
18:30～21:00 中集会室・特別室 

会場参加 70 人 

WEB 聴講 360 人 

 

大阪万博のテーマ事業プロデューサーも務める石黒浩氏の基調講演「人間とは何か？命の可

能性を拡げる試み」に始まり、その後「Dialogue for Life～コロナ禍を生きる私たちの未来に

向けて～」と題したディスカッションが行われた。テクノロジー、障がい、ジェンダーなど多

様な分野の専門家が、コロナ禍が社会に与えた影響を紐解き、今後の共生のあり方について活

発な議論を交わす様子に、参加者は熱心に聞き入っていた。 

閉会後に行った特別室公開に対しても参加者の関心は高く、多くの方が訪れた。室内の意匠

を熱心に眺め写真に収める姿が見られ、新たな層に公会堂の魅力を伝えることができた。 

 

（キ）唐津藩英語学校 耐恒寮開校 150 年記念シンポジウム 

「明治近代建築の津々浦々～保存と活用を語る」 

・趣旨 

  旧唐津銀行運営、唐津観光協会・ぴ～ぷる共同事業体主催で、唐津藩英語学校「耐恒寮」 

が開校され 2021 年で 150 年目に当たることを記念し、生徒の一人であった辰野金吾が手が 

けた建築を題材にウェブシンポジウムを実施。全国各地に現存する辰野金吾ゆかりの 4 施 

設をつなぎ、文化財のあり方や活用方法について意見を出し合い、公会堂としての取組を紹 

介し認知度向上を図る。 

 

・実施内容（開催日時・参加人数） 

開催日時 会場 参加人数 

2 月 24 日 

（木） 
10:10～11:45 

旧唐津銀行 

（辰野金吾記念館） 

会場参加 10 人 

WEB 聴講 152 人 

  

岩手銀行赤レンガ館、京都府京都文化博物館、福岡市赤煉瓦文化館、大阪市中央公会堂の 

４施設を WEB でつなぎ、リアルでは実現が難しい全国の辰野金吾関連施設連携プログラムと 

なった。資料を WEB 上で共有しながら、各館が「活用の方策」を主題に詳しい事例発表を行 

った。他館の事例から、それぞれの地域や立地、建物の特性を生かした活用の取り組みを知る 

ことができた一方で、公会堂の事例については、他館ではほとんど経験のないものも多いこと 

から、大きな反響を得ることができた。 

WEB を活用した事業は、地理的な制約なく多数の施設・団体とのつながりを広げることがで

きることから、今後の公会堂の全国的な認知度向上へ、大きな可能性を持った新たな試みとな

った。 
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（ク）オプショナルガイドツアー 

・趣旨および実施内容 

通常の館内ガイドツアーとは別に、貸館利用者に対してオプション（有料）で公会堂の歴

史や部屋の見どころをガイドが紹介し、貸館としての公会堂の付加価値を高めることを目的

とする。 

展示会利用の主催者や、旅行代理店等と日時や部屋、催行時間・ルート・内容・参加人数

を調整し、貸館運営との両立を図っていく。 

 

・実施日時・参加人数 

       令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 合計 6 件／8 回 126 名 

 

・実施報告 

昨年に引き続き、中集会室での着物展示即売会において、即売会の参加者を対象にしたオ

プショナルガイドツアーの申込があった（3 日間計 4 回実施）。歴史的建築物での催事に合わ

せてガイドツアーを同時開催し、集客を促進するという主催者の意図が窺え、好評であった。

その他、近畿圏の近代建築を解説するツアーや、近隣の美術館とともに中之島界隈を巡り大

阪に宿泊するプランなども実施されており、公会堂の建物としての魅力を知っていただくと

ともに、公会堂で催事を行う付加価値を提供することができた。 

実施前にツアー前後の行程や参加者層をヒアリングし、ニーズに合わせてスムーズにツア

ーを行えるように調整を行うことで、参加者、旅行会社からも好評を得ている。今後継続し

新たな需要を取り込んでいきたい。 

      

 

４）広報活動（情報発信及び利用促進業務） 

令和 3 年度は感染症拡大状況を注視しつつも、徐々に戻りつつある利用の後押しをすべく幅

広い広報活動を展開した。 

コロナ禍をきっかけに非対面サービスの需要が高まっている点に重点を置き、来館せずとも

施設の情報や室内の様子を見学することのできるツールの制作・公開により新たな形での施設

の魅力発信を図った。また、大阪観光局主宰「中之島エリア MICE 会議」や中之島エリアの文

化施設で構成される協議体「クリエイティブアイランド中之島」に継続して参加し、情報発信

旧唐津銀行（辰野金吾記念館）の会場の様子 
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や関係性構築に努めた。 

昨年に引き続きコロナ禍の影響により近隣レジャーへの関心は高く、中之島美術館の開館と

いう話題性にも後押しされ、中之島エリアやそのシンボルとしての公会堂への取材依頼やメデ

ィア掲載希望も相次いだ。さらに、日頃の関係性構築が功を奏し、年度末には大阪観光局の紹

介で大型の映画ロケーション撮影が実現した。映画公開時には相当の PR 効果が見込まれる。 

 

（ア） 公会堂公式ホームページを活用した情報発信 

「イベント紹介欄」「お知らせ欄」を用いた催事情報や貸館利用情報、抽選会情報に加え、

刻々と変化するコロナ関連情報（感染症対策ガイドライン・利用定員数・行政からの要請事

項・利用辞退に係る室料還付基準等）については、利用者の求める最新の内容をタイムリー

に発信するよう努めた。 

また、後述のように公会堂のプロモーションビデオや 360 度ビューといった新コンテン

ツをホームページ内で公開し、情報の充実を図った。 

 

（イ） プロモーションビデオの制作 

新たな情報発信ツールとして、通常自由に見学することができない公会堂の各室の様子や

公会堂の歴史を館内写真とともに紹介する公会堂のプロモーションビデオを制作した。公式

ホームページのトップに掲載し、ページを訪れた方に気軽にご覧いただけるようにしたほか、

大集会室ロビーでのコンシェルジュ実施日にはロビーで放映し、コンシェルジュとの相乗効

果で公会堂への関心を高めることができた。 

 

（ウ） 360 度ビューの制作 

簡易下見ツールとして、様々なアングルから各室の詳細を見ることのできる 360 度ビュ

ーを制作した。公式ホームページに掲載し、初利用を検討される方等からの問い合わせ時に

ご紹介し、施設の魅力を伝えるとともに、催事開催のイメージを広げていただく機会とした。 

 

（エ） Twitter による情報発信 

昨年開設した Twitter を継続運用し、季節感や建物としての魅力が伝わるよう写真や文章

にも工夫を凝らした投稿を行った。フォロワー数は順調に伸び現在 950 名を超えており、

この 1 年でまた新たなファンを獲得することができた。今後も Twitter の特長である臨場

感を生かし、拡散につながる情報発信に努める。 

 

（オ） 記事掲載・HP 掲載・メディア（新聞・TV・ラジオ・雑誌等）での公会堂紹介 

中之島美術館の開館もあり、いっそう注目度が増す中之島エリアの中心施設として公会堂

が紹介される機会が増えた。中でも WEB や SNS への掲載が増加傾向にある。 

 

主な媒体は下記の通り。 

◎新聞・新聞折込 

・産経新聞  

・朝日新聞 
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・読売新聞 

・サンケイスポーツ 

 

◎テレビ 

・映画ロケーション撮影 

・TOKYO MXテレビ「寺島実郎の世界を知る力 時代と対話」 

・関西テレビ「ロザンのクイズの神様」 

・関西テレビ「報道ランナー」 

・関西テレビ「ミヤネのナンバーワン 2021」 

・朝日放送テレビ「今ちゃんの実は・・・」 

・NHK「おはよう関西」 

・NHK「中之島アートめぐり」 

・TBS テレビ「ラヴィット」 

・eo 光「村瀬先生のぶらり歴史旅」 

・読売テレビ「ウェークアップ！」 

・読売テレビ「NNN ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ’22」 

 

◎WEB サイト 

・読売テレビ 大集会室でのコンサート CM 

・日本観光局 オリンピック・パラリンピック特設サイト内観光プロモーション 

・リーガロイヤルホテル 周辺観光スポットとして紹介 

・JTB 旅行カタログ「大阪・兵庫・和歌山」内「旅の過ごし方」 

・タイムアウト東京編集部「Sports Entertainment City, Osaka」 

・大阪観光ガイド「大阪サウンドトリップ」 

・一般社団法人日本現代美術振興協会「ART OSAKA 2021」 

・NAVITIME Travel 

・多言語旅行情報サイト「GOOD LUCK TRIP」 

・ジェイエア 大阪国際空港周辺の観光案内 

・東急ホテルズ「tabit」 

・JR 東海 大阪を代表するランドマークとしてホームページメインビジュアルに使用 

・株式会社京阪エージェンシー「KEIHAN TRANSIT AD MENU2022」 

・JR 東西線 25 周年記念スタンプラリーのチェックポイントとして GPS 指定 

・Osaka Metro「I’m Osaka」 

 

◎書籍・雑誌・フリーペーパー 

・宝島社 TJ MOOK「一生に一度は見たい日本の歴史的名建築 100選」 

・ホテル設置型観光情報誌「大阪観光コンシェルジュ」 

・日本観光局「Japan : Inspiration for Incentive Travel」 

・「読売ライフ本誌版 9月号」 

・大阪市「くらしの便利帳」 
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・大阪市「わがまち北区」 

・エルマガ MOOK「関西自転車さんぽ」 

・JR「ジパング倶楽部 12月号」 

・株式会社 JTBパブリッシング「るるぶ大阪ベスト’23」 

・JR東海ツアーズ「21秋冬ユニバーサルシティへ泊る大阪旅行」 

・大阪シティ信用金庫「せんだぎ 12月号」 

・月刊誌「御堂さん 鉄っちゃんビギナーいい駅探訪大阪レトロモデルさんぽ なにわ橋駅」 

・株式会社京阪神エルマガジン社「Osaka Metroさんぽ」 

・「月間江戸楽 4月号」 

 

◎その他 

・帝国ホテル大阪 企画展示「日本資本主義の父 渋沢栄一と帝国ホテル」資料提供 

・大阪信用金庫 顧客向け配布カレンダーに公会堂イラストを使用 

・大阪府東成警察署 特殊詐欺被害防止啓発 

・おとなびジパング倶楽部 旅行パンフレット 

・株式会社朝日ビルディング「街中のオアシス中之島さんぽ」パンフレットに掲載 

 

   

５）利用者モニタリングの実施  

公会堂利用者の属性や来館及び利用動機をリサーチし、今後の運営に活かすべく「施設利用者

アンケート」を実施。幅広い意見を聴取するため、令和 3 年度は一部の質問については催事主催

者だけでなく催事参加者も対象とした。また、初の試みとして見学が主目的の一般来館者への

web アンケートも実施した。 

また、館内ガイドツアーについても、参加者の満足度や潜在ニーズを把握すべく、モニタリン

グを実施した。 

 

（ア）施設利用者アンケート 

・実施期間：令和 4 年 1 月 6 日（木)～令和 4 年 3 月 31 日（木） 

・対象者：貸館利用者（参加者含む）157 件 

 

事務所スタッフ（令和 3 年度より事務所スタッフと舞台スタッフに分けて満足度を調査）の

対応に対する満足度は「とてもよい」と「よい」の合計が約 9 割、舞台スタッフについても 83％

と、例年通り高い水準を維持している。長期化する感染症の影響により利用条件や還付条件の変

更が相次ぐなか、丁寧な説明や個別連絡によるフォロー等の対応が高評価につながったと考え

る。 

設備面では、「Wi-Fi 環境設備」へのご要望が依然として高いが、令和 2 年度より導入した「イ

ンターネット環境設備サポート事業」の利用も増加しており、一定の CS（お客様満足）は得ら

れていると考えられる。新型コロナウイルスの影響により進んだ催事のオンライン化やハイブ

リッド化は今後も継続すると見込まれることから、今後はより利便性の高いサービスの導入も

検討していく。 
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利用の決め手については、交通の便の良さと価格の手頃さを理由に挙げる声が目立ったが、集

会室系では、館内の装飾や重要文化財であることに価値を感じたという回答も多く集まった。今

後も公会堂ならではの強みである歴史的価値や意匠の魅力を発信しつつ、設備面で改善の余地

があるものについては積極的に改善案を検討し、利用者満足度の向上に努める。 

 

（イ）館内ガイドツアーアンケート 

・実施期間：令和 3 年 4 月 1 日（木）～令和 4 年 3 月 31 日（木）間のガイドツアー実施日 

・対象者：館内ガイドツアー参加者 473 名 

 

感染症対策として定員を通常の 32 名から 14 名に減らして実施した。また、休館中の中止に

加え、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出期間中は実施を控える等の対応を行ったた

め、実施回数・参加人数とも令和 2 年度とほぼ変わらず、例年に比して大幅減となった。もっ

ともアンケート回収率は 97.5%と非常に高く、参加者の属性・志向・満足度の分析について、精

度の高い結果を得ることができた。 

ツアー内容・スタッフの対応ともに「満足（よい）」「とても満足（とてもよい）」を合わせて

96％と、昨年を超える高評価を得た。スタッフの研鑽によりガイドスキルが年々向上している

ことが主な要因と考えられるが、予約受付時や当日来館時の対応を評価する声もあり、様々な

場面において高いホスピタリティを発揮し、参加者の満足度向上を図ることができた。 

参加者の居住地区を見ると、大阪府外からの参加割合が 4 割と昨年を上回り、感染症拡大以

前と同程度の水準となった。一時自粛が要請されていた県境をまたぐ移動が年度後半に可能に

なったことが一因と考えられるが、感染症拡大前から変わらない公会堂への関心度の高さがう

かがえる。 

館内の他の部屋の見学を望む声は依然として多い。「特別見学会」の拡充検討や他施設とのコ

ラボガイドツアーなど、様々な手段でコンテンツの充実を図り、参加者満足度向上に努めたい。 

 

６）その他  

（ア）感染症拡大防止施策への協力と対応 

     コロナ禍において最優先で求められる感染症拡大防止策を講じ、策定したガイドラインを元

に利用者への周知徹底、消毒液の設置、感染防止対策グッズの貸出、貸室の収容人数の制限、

消毒作業等を行い、来館者への安心を提供した。また緊急事態宣言等の発令時には大阪市の指

示に従い、前述の通り、営業時間短縮や還付対応等の要請に適切に対応した。 

 

 

 

 

 

 

  

 

   大集会室の座席パネルの貸出    サーモカメラの貸出  感染防止対策の周知 
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（イ） 屋外案内表示の更新 

建物の外周に設置されている屋外案内看板（3 箇所）について、経年劣化に伴い案内内容や点示

が読み取りづらい状況になっていたことや、表示情報が現状と異なる部分があったことから、一斉

更新を実施した。 

 

                       

       更新前                更新後 


