
 

平成２７年度 大阪市立こども文化センター事業報告書 

 

 

指定管理者 

 

 

施設概要 

 

団  体  名 
一般財団法人大阪市教育振興公社・ＳＰＳ共同事業体  

＜代表企業＞ 一般財団法人大阪市教育振興公社 

主たる事務所

の所在地 

大阪市中央区船場中央４丁目１番１０－ 203号 

代 表 者 理事長   森   啓 

指 定 期 間 平成２７年４月１日～平２８年３月３１日 

担 当 者 樋川 順子（こども文化センター 館長） 

担当者の 
連 絡 先 

大阪市立こども文化センター (此花区西九条6-1-20) 

電話 ６４６０－７８００ 

施  設  名 大阪市立こども文化センター 

所  在  地 大阪市西区北堀江４丁目２番９号 

施 設 規 模 

鉄筋コンクリート造り３階建  

建築面積 １,３１４.５㎡  

築延べ面積 ２,２７８.３㎡ 

主 な 施 設 

ホ ー ル（４３４席。定員：４７４名） 

展 示 室（定員：６０名） 

リハーサル室（定員：５０名） 

造 形 室（定員：２０名） 

収 容 人 数 ６０４名（ロビー、楽屋等を除く） 
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１ ．指定管理業務の実施状況  

（１）管理運営方針 

こども文化センター設置条例に定める目的 （文化活動を通じ、 健全な本市 

児童の育成を図る）の達成に資するため、ホールにおける鑑賞事業（こども劇 

場ほか）や諸室を活用した創造事業（各種こども教室）など、こどもの文化の 

振興に関する事業を幅広く実施し、その広報についても、拡充を図った。また、 

平成２１年度から夜間も供用することとなった貸館については、児童文化並び 

に舞台芸術文化に関する活動を振興する観点から、当館のホームページや広報 

媒体を活用し、引き続き関連団体への周知や事業広報と並行した案内を行い利 

用の促進を図るとともに、 備品の整備など利用環境の充実にも努めた。併せて、 

現有の室数と施設構造(音漏れ等)を踏まえた調整を行うなど、運営上の工夫を 

行った。 

なお、上記の基盤となる施設管理に関しても、建設から３０年以上経過した 

施設であることから、各種事業並びに貸館が安全かつ安心して行えるよう施設 

や備品の整備を行うなど維持保全に努めた。 

 

（２）職員の配置状況 

館長(１)、管理責任者(１)、事業責任者(１)、管理担当者(１)、 

事業担当者(３)、舞台責任者(１)、舞台担当者(２)、市民スタッフ(１) 

で施設の運営を行った。 

 

（３）施設の維持管理 

施設の安全かつ安心な利用に向けて定期的な保守点検並びに維持管理を行った。           

・設備維持管理業務実施表(別紙１)を参照 

また、不良・不具合箇所の改善に取組み、その状況に応じた修理・修繕・取替・ 

更新等を行い、施設の美観と利用者の利便性の向上を図った。 

・設備・備品類 修繕等作業実施表(別紙２)を参照 

防音対策の一助となるよう、また経費をかけない工夫として、不要になった段ボー

ルに卵パックを敷き詰め、リハーサル室南側の窓ガラス面すべてにはめ込んだ。 

 

（４） 緊急時等の対応 

  ・日常時：男子更衣室(和室)内に簡易ベッド(介護用品を転用)を設置し、利用者や

ボランティア従事者の体調不良時に備えた。 

・非常時：年に２回、全職員を対象に消防訓練(通報・避難など)を行うとともに、

集客を伴う主催事業の実施に際しては、 毎回必ず事前に当該事業日の出勤者で

打合せを行い、安全かつ円滑な運営を期している。また、毎日の朝礼時において、

災害時分掌の担当を確認するなど防災時における責任意識の徹底を図っている。 

 

（５） 受託事業並びに自主事業の実施状況 

・事業実施報告(別紙３)のとおり。 
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（６） 近隣施設との連携等 

西区民センター指定管理者並びに西区内の社会教育関係団体との連携事業(区

民まつり)を行った。 また、中央図書館については、主に事業広報について連携す

るほか、当センターを拠点として活動するボランティアグループが図書館の企画す

る事業に協力するなど協働の関係に在る。 

 

２．利用状況 

・別紙４のとおり。 

 

３．収支状況 

① 管理代行業務：別紙５のとおり。 

② 自主事業：別紙６のとおり。 

 

４．その他 

① 利用者サービス向上の取組(＊：平成２７年度に実施) 

◇利用環境の整備 

・コピーサービス 

・楽屋内ロッカー(貴重品保管用/ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ形式)設置 

・グループ用ロッカー設置 

・全室にハンディクリーナー(清掃用/充電式)設置 

・鏡(諸室専用、ダンス・バレエ等向け、可動式)設置 

・自動販売機(清涼飲料水、 会館側玄関口)設置 

・[寄贈]ベビーシート、ベビーキープ各２台(１階/身障者ＷＣ) 

・ホール・ロビー用ソファー更新 

・楽屋用座机更新 

・諸室用椅子更新（全室） 

・貸出用文具セット[袋入り]設置 

ホール：[油性ペン、ボールペン、はさみ、セロテープ、のり、ホッチキス、カッター等] 

諸 室：[マーカー３色、イレーサー] 

・造形室ホール側壁面(ホール側)防音用壁設置 

・湯茶セット[電気ポット、湯のみ等]設置（貸出は希望制） 

  ＊電気ポット２台更新 

・介護用補助具[スツール：ベンチ形状での使用可能]設置（貸出は希望制） 

  ・楽屋用椅子更新 

  ・造形室用机更新 

  ・諸室用卓上扇風機設置(各１台[計３台]) 

  ・壁紙の張り替え(１階[廊下、楽屋]。２階[廊下、諸室全室、控室]) 

  ・ガラス飛散防止用フィルム貼り付け 

(２階以上の室内外のガラス面、１階ホールロビー入口・非常口周辺のガラス面) 

  ・リハーサル室内催事用黒幕開閉装置の更新 
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  ・音楽活動用振動軽減マットの設置（諸室用） 

  ・造形室窓用遮音カーテンの設置 

  ・貸室用充電式掃除機の更新（一部） 

  ・給湯室湯沸かし器の修理 

  ・駐車スペース用バリカーの更新 

  ・リハーサル室内南側の窓ガラス面に段ボール卵パックはめ込み（防音対策） 

  ・パーテーション（展示室・リハーサル室の間仕切り）修理（一部） 

  ・ドアクローザーの修理（ホールトイレ[男女]） 

  ・ホール・ホワイエ据付けソファーの修理・更新（一台） 

  ・レスキュー・ベンチ[担架兼用]の設置（ホール・ロビー） 

  ※展示室・リハーサル室内催事用ジョイントマットの更新 

 

 

◇備品の整備(主に貸出用備品)  

・レクチャー台設置（ホール用） 

・ＣＤ-ＭＤレコーダ更新（ホール用） 

・演台の更新 （諸室用） 

・音響機器の更新 （諸室用） 

・プロジェクター設置 （諸室用） 

・スクリーン設置（諸室用、可動式） 

・移動式衝立(展示可能素材)追加設置（ホール・ロビー用） 

・移動式衝立(展示可能素材)当初分更新（ホール・ロビー用） 

・譜面台（諸室用） 

・楽器演奏用椅子 （バス系楽器[管・弦とも]演奏者用） 

・延長コード（追加整備） 

 

 

② 利用者アンケート結果 

・別紙７のとおり。 

 

③ 職員研修実施状況 

別紙８のとおり。 

 

④ 障がい者雇用状況 

・一般財団法人大阪市教育振興公社：別紙９のとおり。 

・サントリーパブリシティサービス株式会社：別紙１０のとおり。 

 

⑤ 個人情報保護の取組 

事業全般について 「個人情報の保護について」 （一般財団法人大阪市教育振興 

公社 平成１８年１２月）に拠り業務を実施した。 
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⑥ 広報活動 

初年度に開設したホームページにおいて事業と施設の周知を行うとともに、事業チ

ラシについては、文化関連施設・生涯学習関連施設や地下鉄駅構内等へ広範囲に配布

や配架を行った。近隣地域についても、スーパー等での掲示や近隣集合住宅への戸別

配布(管理組合の承認を得て実施)など、きめ細かく積極的な広報を行った。 

また、催しや施設利用で来館された方々に、月毎のお知らせとして「こだより」を

２階への階段の踊り場に掲示している。見てもらえる工夫として、子どもたちに親し

みのあるデザインや季節に合わせた飾りや見やすさを念頭に置き、作成掲示に取り組

んでいる。時には、「こだより」を見た子どもたちの話し声や反応が聞こえることが

あり、見てもらえている掲示であることに喜びを感じる。 

貸し館利用促進として、 事業チラシに貸館案内を記載し、幅広く周知する工夫を行

っている。 

なお、ホームページの交通案内箇所に「ひらがな表記」の頁を増設（平成２４年度）

し、評価されている。 

また、公社のメリットを活かし、キッズプラザ大阪４階に「こども文化センター専

用ちらしラック」を設置（平成２６年度）しているが、当館の事業参加者アンケート

の関係項目を見ると、来場につながっていることが読み取れる。 



未実施・・・○

実施済み・・・●

　 項　　　目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 作業詳細 担当業者

1 舞台吊物設備保守点検 ● ● ● ● ● ● 年６回 点検 三精テクノロジーズ㈱

２０日 ３１日 １６日 １１日 １９日 １１日

2 ガス冷温水機保守点検 ● 　 ● ● ● ● 年４回 冷暖房切替 荏原冷熱システム㈱

２３日 ８日 １１日 １９日 ７日

3 ピアノ保守点検 ● ● ● ● 年４回点検 ㈱ヤマハミュージックリテイリング

２３日 ２５日 １２日 ２日 年１回オーバーホール

4 自動扉設備保守点検 ● ● ● ● 年４回点検 寺岡オート・ドアシステム㈱

１日 ２８日 ８日 ８日

5 自家発電設備保守 ● ● 年２回点検 三菱電機プラントエンジニアリング㈱

１１日 １８日

6 ホール音響設備保守点検 ● ● 年２回点検 ㈱ハートス

１８日 １６日

7 舞台照明保守点検 ● ● 年２回 点検 ㈱松村電機製作所　関西支店

２６・２７日 ２６・２７日

8 貯水槽保守点検 年１回 大都保全興業㈱

　

9 冷暖房保守点検 ● ● ● ● ● 年２回 点検 三菱電機ビルテクノサービス㈱

２９日 ２５日 ２５日 ４日 ９日

10 受変電保守点検 ●１９日 ● 年１回点検 （一財）関西電気保安協会

自家用電気工作物保安管理 ●２８日 ●２５日 ●２６日 ●８日 ●１５日 ２３日 月毎

11 空調設備保守点検 ● ● ● ● 年２回 冷暖房切替 アサカパーソナルリレーションズ㈱

１９日 １３・２５日 １５日 １２日 冷房運転停止中１回点検

12 消防用設備保守点検 ● ● 年１回 外観・機能点検 中央商工㈱

３日 ８日 年１回 総合点検
13 清掃業務委託 ●２１日 ●３０日 年2回 定期清掃 ニッケン建物管理㈱

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 休館日以外毎日

14 年1回 見積もり合わせにより決定

平成２７年度　大阪市立こども文化センター　設備維持管理業務　実施確認・予定表

建築基準法第１２条点検
業務委託（設備）

（別紙１）



（別紙２）

期　日 項　　目 作業前の状況 作業内容等 作業担当

4月10日(金)
リハーサル室天井からの雨
漏り

リハーサル室のピアノ設置
場所の天井より雨水のしず
くが落ちてきた（利用者様よ
り報告）
天井が湿っている。

・水滴落下の報告→ピアノ
の位置を１メートル手前に移
動（レイアウト変更要）
・天井裏を点検したが雨漏り
は確認できなかった（天井は
湿っている）
・ピアノにビニールをかけて
様子を見る（移動予定場所
の天井も湿っているため移
動は取りやめ）
閉館後に点検したときには
問題なかった。

センター職員

4月14日(木)
ホール非常口庇からの雨漏
り

ホール非常口前の庇の天板
が腐食し、庇の上に溜まっ
た雨水がひび割れ等を伝っ
て漏れてきている。
午後２時頃発見

確認・雨漏り対策作業
庇溝の泥と枯葉除去後、ゴ
ミ袋を加工して庇に被せる。
（作業終了午後４時頃）

センター職員

4月22日(水)いちょうネットPC差込口修理
インターネット回線用の差込
口が割れており、時々抜け
ていた。

差込口を交換 富士テレコム

5月2日(土)
事務室前搬入車用スペース
仕切り線更新

事務室前にある搬入車用ス
ペース仕切り線が消えかけ
ている

白線を引きなおす。 センター職員

5月16日(土)
ホールロビー・天窓からの雨
漏り

ホールロビーの天窓から雨
漏りしており、水溜りになっ
ていた。

確認処分
バケツ設置→ホール利用
（午後）前に回収

清掃業者
センター職員

5月18日(月)
ホールロビー・天窓に雨漏り
防止用ブルーシート設置

ホールロビーの天窓から雨
漏りがあった（以前もブルー
シートで保護していたが継目
を補強後はシートなしでも漏
れなかったが再度漏れ始め
た）

天窓に雨漏り防止用にブ
ルーシートをかける

センター職員

5月26日(火)
ホームページのサーバー不
良

KCCｗｏｒｋｓが接続しない
→起動時のPｏｓｔ画面並び
に診断toolよりバッテリーの
故障確認（バッテリーの故
障）

・バッテリー交換
・Pｏｓｔ画面並びに診断tool
よりバッテリー障害復旧作
業

㈱イングスメディアプ
ラン

7月22日(水)
受付→ホールロビーの扉の
ドアクローザー

開閉時に異音がする ドアクローザーのネジを調節 センター職員

事務所玄関入り口の扉の開
閉不良

直射日光（朝日）による熱変
形で開閉がしにくい

ドアフレームの下部（アルミ
部分）を叩いて調整

センター職員

郵便ポストの雨よけ作成

屋根のない屋外壁面（庇も
ナシ）にポストがある為、雨
の度に投函口に溜まった雨
雫が投函される郵便物と共
に内部入り込み郵便物が
度々水濡れしてしまっていた

雨よけ庇を作成・設置 センター職員

平成２７年度　こども文化センター　設備・備品類　修繕作業実施報告

7月23日(木)

（1） [指定管理者による軽微な修理等は除く]



（別紙２）

7月24日(金)
ホール非常口庇からの雨漏
り

ホール非常口前の庇の天板
が腐食し、庇の上に溜まっ
た雨水がひび割れ等を伝っ
て漏れてきている。
（4/14応急処置箇所）

確認のみ センター職員

8月4日(火)
事務所玄関入り口の扉の開
閉不良

直射日光（朝日）による熱変
形で開閉がしにくい
扉が膨張し、床面タイルに
接触

散水して冷却を試みる
→あまり効果（即効性）なし

センター職員

8月13日(木)
蛍光灯取り換え（事務所天
井灯・２本）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

8月27日(木)
２階屋上天窓部分のブルー
シート固定ロープの確認
（ホールロビーの天窓）

台風が接近しているので、ロ
ビー天窓（青色の窓の枠あ
たり）からの雨漏りを防ぐた
めのブルーシートの固定具
合を確認する

確認のみ
（問題なし）

センター職員

9月1日(火)
蛍光灯取り換え（舞台上手
階段部・常夜灯）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

消火水槽異常（事務所内点
灯・ブザー）

事務所内の警報盤が点灯・
ブザー発砲

確認・業者（中央商工）に連
絡
→明日（8/28）点検来館

センター職員

消火水槽異常（事務所内点
灯・ブザー）

事務所内の警報盤が点灯・
ブザー発砲

業者（中央商工）の点検
→感知ユニットの不具合が
見つかる
交換必要→後日（9/4）実施
予定

中央商工㈱

9月4日(金)
蛍光灯取り換え（２階リハー
サル室天井灯・２本）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

9月9日(水)

消火水槽異常（事務所内点
灯・ブザー）
→水位感知関係機器の修
理・部品交換

感知ユニットの不具合（交換
必要）

水位感知関係機器の修理と
部品交換

中央商工㈱

10月12日(月)
蛍光灯取り換え（B階段・３
階踊り場／１本）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

10月17日(土)
蛍光灯取り換え（２階展示室
天井灯・１本）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

10月22日(木)
蛍光灯取り換え（１階楽屋天
井灯・１本）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

10月23日(金)
電球の付け替え（１階玄関
ダウンライト・３か所）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

10月28日(水)
３階屋上（柵なしスペース）
清掃

屋上に泥と枯葉が溜まって
きている
午後

清掃作業。 センター職員

11月19日(木)
１階ホール・身障者用トイレ
（洗浄用水が止まらない）

水洗ボタン（床面設置の足
踏み式）部品の不具合
→交換必要

水洗ボタンの修理と部品交
換

平和興業㈱

11月28日(土)
ホールホワイエ壁面ガラス・
ヒビ割れ

ホールホワイエの壁面ガラ
ス（非常扉の横）にヒビ割れ
がある。

壁面ガラスのヒビ割れ部分
にフィルム貼り付ける

こ青局
（係長・担当者）

9月2日(水)

（2） [指定管理者による軽微な修理等は除く]



（別紙２）

空調機加湿装置作業（ホー
ル/会館とも）

空調機加湿装置が故障して
いるので
バケツに溜めた水に布を垂
らしたものを設置

状態確認と、水の交換 センター職員

ホール煙感知器交換
消防点検時に不良であった
ことが判明

交換 中央商工㈱

空調機加湿装置作業（ホー
ル/会館とも）

空調機加湿装置が故障して
いるので
バケツに溜めた水に布を垂
らしたものを設置

状態確認と、水の交換（本
日以降3/21まで毎日実施）

センター職員

1月13日(水)
蛍光灯点滅確認（職員通用
口天井灯・２本）

不点灯（２本中１本・もう一つ
は点滅）

確認のみ（営業終了後の退
館時に確認）

センター職員

1月15日(金)
蛍光灯取り換え（職員通用
口天井灯・１本）

不点灯（２本中１本・もう一つ
は点滅）

交換（高所作業） センター職員

1月18日(月)
電球の取り換え（１階玄関
ホール天井灯・１か所）

不点灯 交換（高所作業） センター職員

1月27日(水)
蛍光灯取り換え（２階展示室
天井灯）２本

不点灯 交換（高所作業） センター職員

2月11日(木)
空調機加湿装置作業（ホー
ル/会館とも）

空調機加湿装置が故障して
いるので
バケツに溜めた水に布を垂
らしたものを設置

状態確認と、水の交換 センター職員

空調機加湿装置作業（ホー
ル/会館とも）

空調機加湿装置が故障して
いるので
バケツに溜めた水に布を垂
らしたものを設置

状態確認と、水の交換 センター職員

３階機械室内中図側突き当
たりパイプと壁面設置部分
から雨漏り

雨漏り用に設置しているバ
ケツに水が溜まっている。
午前：少量

確認処分 センター職員

展・リハのパーティションの
不調

夜間（19：45）
パーティション④のストッ
パーの突っ張り力が弱くなっ
ている（ストッパーを下ろして
いても動く）

確認のみ センター職員

天井灯の不調（２階リハーサ
ル室・ＷＢ上天井）

夜間（19：45）
点灯後しばらくは明減してお
り、２～３分経つと安定して
点灯する。電灯の寿命では
なさそうである。

確認のみ センター職員

2月18日(木)ホール煙感知器交換
消防点検時に不良であった
ことが判明

交換 中央商工㈱

印刷機修理
印刷機のローラーがうまく作
動していない

部品交換
プリントマシンセン
ター

３階機械室内混気チャン
バー（空調機）横、電灯交換

不点灯 交換（高所作業） センター職員

3月15日(火)

2月12日(金)

2月13日(土)

12月27日(日)

（3） [指定管理者による軽微な修理等は除く]



別紙（３） 

                平成２７年度 大阪市立こども文化センター 

事業実施報告（受託事業・自主事業） 
 

＜受託事業＞ 

※ 「こどもと育む文化の芽」をテーマとして受託事業を実施した。 

衣食住に始まる人間の「文化」は、生きている充足感や安らぎ、そして人生を豊かな夢と

希望をもって生きていこうという勇気を与えてくれるものであり、「芸術」はその純粋な形

での表現であるといえよう。 

そのなかでの「舞台芸術」と呼ばれる分野には、音楽、演劇、ミュージカル、バレエやダ

ンス、人形劇、その他さまざまなパフォーマンスが含まれるが、それらを鑑賞することも、

また自ら練習したり演じたりすることも、いずれも、「生身の人間による表現を、多くの人

が同じ空間の中で、同じ時間の流れに沿って、ともに体験する活動である」といえる。 

当センターでは、こどもたちと舞台芸術活動との出会いが、こどもたちの人生にとって大

切な「生きる力」を育むことにつながり、これからの人生への夢を膨らませることを願って、

次のような体験を得られるよう、 受託事業(主催事業)を企画した。 

①「みること」 

・新しい世界、広い世界、多くの人や生き方と出会う 

・豊かな感性、情操、想像力、洞察力を育む 

・他者との共感を体験する 

②「でてみる(舞台で発表する)こと」  

・緊張の中での達成感を得る 

・人との共感と感動を体験する 

・人と社会への信頼感を育む 

③「やってみること」 

・自分たち自身の声や身体で表現する 

・努力することを知り、創造することを楽しむ 

・自分や他者への理解を深め、コミュニケーション力を高める 

・自立したやさしさ・たくましさを身につける 

 

以上のような、こどもの芸術文化活動の普及と支援に関する事業を行うとともに、大阪

市における芸術文化に関する社会的環境の醸成をめざして、多くの市民、専門家（団体）

と協力しながら、ボランティアなどの人材養成、市民協働による事業、情報の収集・提供

などに関する事業も実施した。 

 

＜自主事業＞ 

※ 受託事業のテーマを補完する観点から自主事業を実施した。 

施設の設置趣旨と管理業務仕様書の規定に基づき、より幅広く、こどもの文化並びに舞

台芸術活動や文芸活動の振興に寄与する観点から、自主事業としてのホール事業や参加型

で学ぶ事業を企画し、市立高等学校や市民団体等と共催・協働し実施した。 

施設供用では、環境改善の一環として、コピーサービスや活動用の備品・消耗品の提供、

グループロッカー等の供用を行った。 

 

◆受託事業・自主事業の実施状況は、 

別添：別紙（３）［一覧］、並びに 別紙（３）［内訳={下段の頁表示(1)～(4)}］を参照 



こどもの文芸
活動の支援

指定管理者のメ
リットを生かす

春のこども文化まつり 　２日 のべ ９４８人

受託事業以外

３
人
材
養
成
交
流
協
働
事
業

バルーンアートはじめま専科 　２回 受講：１９人

③指導者
　育成事業

高校生のための照明技術講習会 　２回 受講：８０人

(2)市民・
ボラン
ティア等
との協働

①ボランティアに
　よる観賞事業

こども広場 １２回
のべ １,０５４

人

②交流・協働
　事業

(1)
ボラン
ティア・
指導者
など
人材養
成事業

４

自
 
主
 
事
 
業

ホール事業
芸術系クラブ活動に関する支援
　　　　　　　　　　　(共催)
[大阪市立西高等学校吹奏楽部定期演奏会]

　１回 ３００人

協働事業 こども詩の会(共催) １２回 のべ　５３６人

展示等 クラフトパークの作品展示 通年 (ロビーでの展示)

その他（利用環境の改善）：コピーサービス、
　　　　　　　　　　　　　グループロッカー提供など

通年 －

①ボランティア
　の育成と活用

スタッフボランティアの育成と活用 ２０回 のべ １６９人

②ボランティア
　養 成 事 業

レベルアップ講習（技術編） 　８講座 １２回 受講：２６人

２．情報収
集・提供と
相談事業

情報収集・提供、
相談事業
広報宣伝

チラシ等の収集・掲示 ホームペー
ジ開設、 情報誌発行など

通年
 

のべ ３,０００
人

こども演劇フェスティバル ２日、　９団体 ６１７人

受講：５３人

ブラスバンド教室 (通年実施) 計２０回 受講：３１人

こどもミュージカル (２期実施) 計３２回 受講：８３人

親子でバルーンアート 　２回

１

舞
台
芸
術
事
業
の
提
供

みる

(1)鑑賞事業 こども劇場 ２０公演

出て
みる

(3)発表事業

こども文化フェスティバル ２日、２２団体

やって
みる

(4)創造事業

（こども教室）

のべ６，７４８人

(2)学校等
　団体鑑賞事業

こども芸術劇場
（年間２期・計７日：１３公演）

　　５小学校
１４４園・所

５,１６８人

別紙（３）[一覧]

平成２７年度　実施事業一覧

受託事業

区 分 事業種別 事業名称 実施状況 参加実績など



別紙（３）[内訳]

Ⅰ 　こどもの文化振興事業

平成２７年度は、以下のとおり実施した。

１．舞台芸術事業の提供

　(１）鑑賞事業　「こども劇場」

親子・ファミリーを中心に、良質の舞台芸術を鑑賞する機会として、２０回開催した。

NO. （共催等） 開催日◆ 参加者

1 ＃ 4/15Ａ 145 人

2 トイ・ストーリー 4/26A 213 人

3 魔女の宅急便 5/4P 277 人

4 いっしょにきいてみよう！くらしっくこんさーと （大阪市こども文化協会） 5/24P 252 人

5 6/14P 250 人

6 ＃ 6/25A 184 人

7 夏休みファミリーコンサート　(午前の部) 7/19A 444 人

8 夏休みファミリーコンサート　(午後の部) 7/19P 433 人

9 スマーフ 8/9Ａ 277 人

10 　 9/20Ａ 318 人 　

11 11ぴきのねことあほうどり 10/18P 395 人

12 ＃ 10/29A 244 人

13 　 11/22Ｐ 206 人

14 クリスマスコンサート （大阪市こども文化協会） 12/13P 326 人

15 12/20A 328 人

16 12/20Ｐ 206 人

17 新春ファミリーコンサート　(午前の部) 1/11Ａ 421 人

18 新春ファミリーコンサート　(午後の部) 1/11Ｐ 429 人

19 リクエスト上映会　アラジン 2/14Ｐ 282 人

20 3/13ＡＰ 1,188 人

＊以上、合計17日開催、20公演、参加者数 6,748 人

　（２）学校等団体鑑賞事業　「こども芸術劇場」

幼児・児童が、良質の舞台芸術を団体鑑賞する機会を７日間（１３公演）提供した。

913 人

4,255 人

5,168 人

こぶんサンクスカーニバル　～３７年間ありがとう～
 ［漫才の星になるんや/のんびり♪ひろば/くじらはくじら？/フィナーレ］

小　学　校
6/12AP、6/13A
（2日間、計3回）

天満のとらやん　（劇団コーロ） ５　校

＊以上、合計7日間開催、1３公演。　　参加合計：１４９団体、参加者数

［註］◆開催日欄の英字は、以下を示す＝(Ａ：午前，Ｐ：午後，Ｎ：夜間)。以下、同様。

対象 開催日（公演回数） 演　　目　（出演団体） 参加団体 参加者

＃：“赤ちゃんと一緒に”シリーズ　映画をみに行こう！ (３回/年 実施)

　１４４園・所
幼　稚　園
保育所（園）

10/14・20・21・22・23
各AP

（5日間、計10回）
11ぴきのねことあほうどり　（人形劇団クラルテ）

エウフォニカ管弦楽団

人形劇団京芸/協力ボランティア
グループ/オオサカ・シオン・オー
ケストラ/テツマロ ほか

（映画）

とら・とろ・ぴあ♪

（映画）

人形劇団クラルテ

（映画）

エウフォニカ管弦楽団

（映画）

桂 九雀　ほか

【受託事業】

タイトル 出演者

ひつじのショーン （映画）

カペリート

（映画）

クリスマス★えいがフェスタ　「ガーディアンズ～伝説の勇者たち～」

リトル・アインシュタイン

（映画）

（映画）

飛龍克哉 ほか

天満のとらやん

リトル・マーメイド

劇団コーロ

（映画）

オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ

オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ

（映画）

クリスマス★えいがフェスタ　「ルドルフ　赤鼻のトナカイ」

はじめての寄席芸

(1)



別紙（３）[内訳]

　（３）発表事業

日頃、舞台芸術活動に励んでいるこどもたちに、本格舞台で発表する機会を２回提供した。

開催日

8/22・23 3,000 人

2/21・22 617 人

＊以上、合計２事業（計４日間）開催。　出演：計３１団体。　参加者数 3,617 人

　（４）創造事業　「こども教室」

こどもたちが舞台芸術活動に親しみ、また切磋琢磨し協働し発表できる機会として、４教室開催した。

受講生

31人 549人

44人 631人

39人 555人

53人 53人

167人 1,788人

２．情報収集・提供と相談事業

　（１）情報収集・提供事業

　（２）相談事業

　（３）広報宣伝活動

　　①

　　②

　　③

　　④

　　⑤

発行し、広く市民に配布した。

平成27年度の事業内容をまとめた「事業報告書」を300部作成し、大阪市関係先のほか、事業実施や広報宣伝活動

における関係先に配布する予定である。

こどもの芸術文化活動の促進に資するため、こども文化センターの事業について紹介した「るるるるガイド｣を4,000部

　施設利用や舞台活用についての相談に応じるほか、大阪市生涯学習システムやインターネット等を活し、来館者や

電話での施設・団体・事業に関する相談に応じた。

施設パンフレットを作成し、市民、団体、施設等、幅広く配布した。

市政だより、大阪市生涯学習システム、生涯学習情報専門誌「いちょう並木」「こどものためのガイド『タッチ』」のほか、

近隣区の生涯学習情報誌や子育て支援情報誌、主要新聞等に常に事業情報や施設情報を提供した。

独自ホームページを運営し、施設の基本情報および主催事業の情報を盛り込み、常に最新の情報に更新した。

羽根博司、本山圭子

10/4～3/13（16回）
大阪市こども演劇フェスティバ
ル・春のこども文化まつり・
こぶんサンクスカーニバル発表

　ミュージカル教室②

＊以上、合計４教室（延５４回）開催

　チラシ、パンフレット、ポスターを日常的に収集し、こどもの芸術文化活動にかかるものを中心に、事業や催し、

施設情報等（子育て支援や行政情報等も含め）、情報コーナー等に常時配架・掲示し、情報提供した。

テツマロ7/28・8/4（2回）　親子でバルーンアート

　ブラスバンド教室
　（共催：大阪市こども文化協
会）

7/4～3/13（20回）
鎮守の杜音楽祭・西区民まつ
り・春のこども文化まつり・

こぶんサンクスカーニバル発表

田中めぐみ　他

　ミュージカル教室①
7/22～8/21（16回）

大阪市こども文化フェスティバル
発表

羽根博司、本山圭子

参加者

大阪市こども文化フェスティバル
一 般 公 募 団 体 ：１９
こども文化センター：３ (ミュージカル教室②、こども詩の会)

大阪市こども演劇フェスティバル
（共催：大阪市小学校学校劇と話し方研究会）

大阪市小学校学校劇と話し方研究会関係：８
こども文化センター：１ (ミュージカル教室)

教室名 開催日（実施回数） 講師等 のべ出席者

事業名 出演団体

(2)



別紙（３）[内訳]

３．人材養成・交流・協働事業

　（１）ボランティア・指導者など人材養成事業

　　①スタッフボランティアの育成と活用

（実施：１７日）

　　②ボランティア養成事業

ボランティアグループに日常の練習場所を提供するとともに、次の養成事業を実施した。

対象 受講者(人) のべ出席人

既　　存
８グループ

26 38

大人 19 37

＊以上、計２事業（１４回）開催、受講者５１人、参加者数 75 人

　　③指導者育成事業

こどもの舞台芸術にかかる指導者育成につながるよう、次の事業を実施した。

受講者 のべ出席者

80人 160人

　（２）ボランティアによる鑑賞事業、交流・協働事業

　　①鑑賞事業　「こども広場」

ボランティアグループとの協働で、親子（３歳未満も入場可）で楽しめる人形劇などの鑑賞機会を提供した。

月 開催日

4 18A 59人

5 17A 106人

6 27A 82人

7 12A 75人

8 30A 81人

9 13A 119人

10 17A 67人

11 15A 112人

12 5Ａ 140人

1 16A 95人

2 7P 62人

3 12A 56人

1,054人

参加者

＊以上、計１２回、出演ボランティアグループ（１２団体）、参加者数

大型紙芝居・手品 みおつくし会

手あそび・人形劇・音楽人形劇 ぽっぽ

音楽人形劇・人形劇 あんころもち

人形劇・音楽人形劇 ポレポレマカロン

音楽人形劇・人形劇 ゆう

人形劇・パネルシアター・エプロンシアター・マジック・腹話術 研究部

組木・人形劇・パネルシアター ぐるーぷ　ぬ！

ピアノデュオ・うた・おはなし さくらんぼ

腹話術・人形劇・パネルシアター さっちゃん

手あそび・エプロンシアター・人形劇 グループ ケロちゃん

手あそび・人形劇・音楽人形劇 くまの子

プ　　ロ　　グ　　ラ　　ム 出演グループ名等

マジック・ハンドベル・マリオネット・腹話術 だるま座

事業名 開催日（実施回数） 講師

２０回 169人３０人（うち学生：６人）

高校生のための
照明技術講習会

12/25、1/16
　共催：大阪市立高等学校文化連盟
　講師：高校教員および
           こども文化センター舞台技術職員

レベルアップ講習会 10/17～3/16 （12回）
プロ劇団（クラルテ、人
形とお話の会まある、
他）の指導者計６名

事業名 開催日（実施回数） 共催、講師等

　バルーンアートはじめま専科 11/5・12（2回） テツマロ

　活動内容は、「こども劇場」を始めとするホール事業の運営サポートと事業運営状況、参加者対応等に

ついての意見交換。

活動回数
（劇場+文化フェステイバル）

のべ参加人数
スタッフボランティア

登録者数

(3)



別紙（３）[内訳]

　　②交流・協働事業

市民との協働により、次の事業を実施した。

開催日 参加者

＊以上、１事業（２日間）開催、協働ボランティアグループ１１団体、参加者数 948人

　　　　において「一時保育」を実施。（乳幼児のべ　１５名に対し、保育ボランティアのべ１１人が参加）

　　○ また、「西区生涯学習関連施設連絡会」、「西区民まつり実行委員会」、「西区子育て支援連絡会」に参画

　　　　して地域との連携協働をすすめているほか、「全国公立文化施設協会」にも加盟し、情報の収集・交換に

　　　　努めている。

４　自主事業

以上の受託事業（こどもの舞台芸術事業）のほか、施設の設立趣旨に沿う事業を指定管理者の独自性を生かし、

次のように行った。

種別 区分 開催日 参加者(人)

        ホ-ル事業 3/21 300

協
働
事
業

4/18～3/12 536

通年 －

836人

Ⅱ その他の事業

　○　受託事業：施設設備の供用（貸室）　………　利用状況（別紙４）のとおり

　○　自主事業：利用環境の改善　………　利用サービス向上の取組（「事業報告書[２頁]４．－①参照」）

クラフトパークの作品を展示紹介

春のこども文化まつり

（主催：大阪市こども文化協会）

３／５

・映画「トムとジェリー」
・ブラスバンド教室 発表
会
（こども文化センター教室事業）

447人

事業名 ホール 諸室・ロビー

諸室：・ボランティアグループによる
　　　　　　人形劇上演　４本。
　　　　・ワークショップ
　　　　　　（“体操人形”をつくってみよう）

ロビーほか：クラフト・パフォーマンス

501人

【受託事業　以外】

事業名称 共催先団体名称及び事業の概要

芸術系クラブ活動に関
する支援

 参加者数

大阪市立西高等学校
・吹奏楽部定期演奏会

「こども詩の会」の指導者と連携し、その
運営の支援を通して、児童文化(文芸活
動)の一層の振興を図る（１２回開催）

３／６ ・ミュージカル教室２ 発表会
（こども文化センター教室事業）

諸室：・ボランティアグループによる
　　　　　　人形劇上演　４本。
　　　　・ワークショップ
　　　　　　（“体操人形”をつくってみよう）

ロビーほか：クラフト・パフォーマンス

こども詩の会

　　○ そのほか、保育ボランティアグループ「オ・ハ・ナ」「シュッポッポ」の協力により、「こども劇場」（有料公演）

こ
ど
も
の
文
化
振
興
に

関
す
る
事
業

展示など

(4)



 昨年度と比して、利用数で２８件、利用率で１．３％の減でとなった。
　音漏れ苦情への対応として夜間の音楽系団体の利用を制限に加え、振動を伴う利用制限を実施したこ
とにより、昨年度を下回った。部屋別ではホール(＋１０件)、リハーサル室（＋４件）以外２室での減少
(計▲４２件)。時間帯で夜間(▲８１件)。曜日で金曜日(▲３５件)や祝日(▲２７件)が顕著なところとなる。
　しかし、火曜日・水曜日のホールも伸びており、リハーサル室・展示室・造形室の土曜日の午前や、
展示室の木曜日の午前・午後が伸びている。新規利用の団体も引き続いているので、移転後も利用環境
の改善と利用率の向上に努めたい。
　昨年度に比して、利用者人数は約1万人の減、使用料収入は約400万円の減(約900万円)であった。

（２）施設利用状況
◆部屋別・曜日別・時間帯別利用実績

利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率
利用
件数

利用
可能
数

利用率

20 32 62.5% 22 37 59.5% 22 46 47.8% 24 45 53.3% 39 49 79.6% 42 47 89.4% 11 14 78.6% 180 270 66.7%

19 32 59.4% 22 37 59.5% 20 44 45.5% 25 45 55.6% 44 49 89.8% 46 47 97.9% 12 14 85.7% 188 268 70.1%

15 41 36.6% 19 42 45.2% 16 46 34.8% 18 47 38.3% 33 49 67.3% 31 47 66.0% 4 14 28.6% 136 286 47.6%

54 105 51.4% 63 116 54.3% 58 136 42.6% 67 137 48.9% 116 147 78.9% 119 141 84.4% 27 42 64.3% 504 824 61.2%

19 40 47.5% 23 45 51.1% 36 49 73.5% 41 50 82.0% 38 49 77.6% 43 48 89.6% 7 13 53.8% 207 294 70.4%

22 40 55.0% 27 45 60.0% 39 48 81.3% 22 49 44.9% 43 49 87.8% 41 48 85.4% 9 13 69.2% 203 292 69.5%

12 41 29.3% 14 46 30.4% 9 49 18.4% 35 50 70.0% 17 49 34.7% 22 48 45.8% 2 13 15.4% 111 296 37.5%

53 121 43.8% 64 136 47.1% 84 146 57.5% 98 149 65.8% 98 147 66.7% 106 144 73.6% 18 39 46.2% 521 882 59.1%

21 40 52.5% 33 46 71.7% 47 49 95.9% 45 50 90.0% 40 50 80.0% 41 48 85.4% 6 13 46.2% 233 296 78.7%

23 40 57.5% 35 46 76.1% 47 48 97.9% 26 49 53.1% 40 50 80.0% 42 48 87.5% 6 13 46.2% 219 294 74.5%

12 42 28.6% 10 46 21.7% 16 49 32.7% 13 49 26.5% 24 50 48.0% 23 48 47.9% 1 13 7.7% 99 297 33.3%

56 122 45.9% 78 138 56.5% 110 146 75.3% 84 148 56.8% 104 150 69.3% 106 144 73.6% 13 39 33.3% 551 887 62.1%

20 37 54.1% 23 43 53.5% 34 48 70.8% 27 49 55.1% 35 50 70.0% 39 48 81.3% 6 13 46.2% 184 288 63.9%

20 38 52.6% 27 43 62.8% 32 48 66.7% 34 50 68.0% 43 50 86.0% 41 47 87.2% 5 13 38.5% 202 289 69.9%

10 41 24.4% 17 45 37.8% 12 48 25.0% 22 50 44.0% 21 50 42.0% 28 45 62.2% 2 13 15.4% 112 292 38.4%

50 116 43.1% 67 131 51.1% 78 144 54.2% 83 149 55.7% 99 150 66.0% 108 140 77.1% 13 39 33.3% 498 869 57.3%

80 149 53.7% 101 171 59.1% 139 192 72.4% 137 194 70.6% 152 198 76.8% 165 191 86.4% 30 53 56.6% 804 1148 70.0%

84 150 56.0% 111 171 64.9% 138 188 73.4% 107 193 55.4% 170 198 85.9% 170 190 89.5% 32 53 60.4% 812 1143 71.0%

49 165 29.7% 60 179 33.5% 53 192 27.6% 88 196 44.9% 95 198 48.0% 104 188 55.3% 9 53 17.0% 458 1171 39.1%

213 464 45.9% 272 521 52.2% 330 572 57.7% 332 583 56.9% 417 594 70.2% 439 569 77.2% 71 159 44.7% 2074 3462 59.9%

◆事業内容別利用状況 ◆事業内容別収入状況 ◆利用者実績

（H27.4.1 ～ H28.3.31に利用した内訳） （H27.4.1 ～ H28.3.31に収入した内訳） （H27.4.1 ～ H28.3.31）

開館時間 ９時～２１時３０分

開館日数 　　３００日

休館日数 　　　５８日

別紙（４）

平成２７年度　こども文化センター利用状況

（１）開館日数等
休 館 日 月曜日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

日 祝 日 合 計

ホ
ー

ル

午前

午後

夜間

小計

臨時休館日 　　  　８日（3/23～3/27、3/29～3/31）

部屋 区分

火 水 木 金 土

リ
ハ
ー

サ
ル
室

午前

午後

夜間

小計

展
示
室

午前

午後

夜間

小計

造
形
室

午前

午後

夜間

小計

合
計

午前

午後

夜間

小計

48 15 300

通常利用 減免利用 主催事業 合計 件数

開館日数 42 46 49 50 50

金額 部屋名 利用者数

275 479 無料 103 2,734,500 リハーサル室 11,686
有料 25 25 ホ

ー

ル

有料 25

計 185 44 4,148,300 展示室 12,846
リハーサル室 167 23 331 521 リハーサル室 130 527,000 造形室 5,152

ホ
ー

ル 275 504 計 128

1,413,800 ホール 96,162
無料 160 44

125,846
造形室 165 20 313 498

5,533,800
付帯設備 3,574,500

展示室 128 23 400 551 展示室 100 502,900 合計

合計 9,108,300

造形室 139 355,600
合計 645 110 1319 2074 合計 497



平成２７年度大阪市立こども文化センターにかかる
管理代行業務に関する精算報告書

標題について、次のとおり報告いたします。

記
１　収入報告

（単位：円）

事　　　項 金 額 備　　　考

使用料

（内訳） 施設使用料

器具使用料

其他使用料 0
　　自動販売機 自販機設置

雑　　収 0
私用光熱水費 自販機設置

合　　計

２　管理代行料

増減理由 修繕箇所の減等による減

概算払受領額（Ｈ） 82,186,320
差し引き（戻入）金額（Ｉ）＝（Ｈ）－（Ｇ） 5,036,833

内部留保額（(エ)×１／２）＋（ウ）＝（Ｆ） 2,745,971
精算金額（Ｇ）＝（Ｄ）＋（Ｆ） 77,149,487

うち人件費削減額（ウ） 2,290,862
うち事業低調によらない減（エ） 5,491,942

縮減経費（ア）＝（Ａ）-（Ｄ）+（Ｅ）＝（イ）＋（ウ）＋（エ） 7,782,804
うち事業低調による減（イ） 0

実質経費（Ｄ）＝（Ｃ）－（Ｂ） 74,403,516
協定締結後の事象発生により支出が必要となった経費（Ｅ） 0

小計 76,595,133
消費税額等 6,127,610

光熱水費 8,280,589
共通管理費 5,605,000

事務費 1,603,500
施設管理費 5,275,335

人件費 45,040,832
事業費 10,789,877

受託事業参加費収入（Ｂ） 8,319,227
管理運営経費（Ｃ） 82,722,743

9,108,300

項　　目 金額 備考

契約金額（Ａ） 82,186,320

0

別紙（５）

9,108,300
5,533,800
3,574,500

0



平成２７年度大阪市立こども文化センターにかかる

自主事業に関する精算報告について

標題について、次のとおり報告いたします。

記

１　収支報告

（単位：円）

事　　　項 備　　　考

収入金額 286,420

（内訳）

コピー代 18,120

カラーフィルター代 92,100

レクチャー台使用料 19,500

グループロッカー代 3,680

弦バス椅子代 200

譜面台 4,100

音響装置使用料 58,500

調律代 38,880

写真売上手数料収入 26,500

紙ごみ回収収入 12,240

12,600

支出金額 98,550

人件費 16,628

消耗品 11,664

賃借料 18,600

修繕費 34,560

役務費 832

未払消費税 16,266未払消費税

自主事業収益 187,870

２　精算金額

自主事業収益 円

別紙（６）

金　　　額

187,870

サンクスカーニバル移転記念チョコ販売収入



（回収数：　　141団体）

① ⑤

ア ホール 62 ア 施設リーフレット 15
イ 展示室 31 イ ホームページ 73
ウ リハーサル室 36 ウ 主催事業のチラシ 6
エ 造形室 39 エ 知人から 23
無回答 3 オ 市政だより/区の広報誌 16
計 171 カ いちょう並木 2

キ テレビ/ラジオ 1
② 年にどのくらい利用なさいますか？ ク その他 24

ア １回 85 無回答 9
イ ３回くらいまで 17 計 169
ウ 数回 26
エ 毎月くらい 4 ⑥ 当センターをお選びになった理由は？
オ それ以上 2
無回答 7 ア 部屋や施設が使いやすい 41
計 141 イ 立地の都合が良い 92

ウ 料金が手ごろ 64
③ 当センターでの主な活動は次のどれですか？ エ 夜や休日も使える 13

オ 対応/サービスがよい 16
ア 講演会/集会 34 カ 他の施設が空いてなかった 28
イ 会議 22 キ その他 4
ウ 講座/研修 33 無回答 6
エ バレエ/ダンス 11 計 264
オ 音楽 33
カ 演劇 6 ⑦ ご利用になった感想はいかがですか？
キ 美術/書道/工作 1 ア とてもよい 60
ク その他 15 イ よい 64
無回答 2 ウ ふつう 15
計 157 エ あまりよくない 1

オ よくない 0
④ いつ頃から当センターをご利用ですか？ 無回答 9

ア 今回が初めて 65 計 149
イ 今年度から 5
ウ おおむね３年以内 25
エ それ以前から 44
無回答 2
計 141

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

H28.3月で使えなくなるのが残念です。

ブラインドが折れていて上手く巻き上がらなかったので、その点だけです。ありがとうございました。

空調がコントロールできる。机が細い。

話を聞きやすいホールでした。ありがとうございました。

施設はよい。何より立地がよい。費用もよい。高くてもいいので、ごみ・片づけなしにしてほしい。

別紙（７－Ｈ）

　　　平成２７年度  利用アンケート集計結果

主に利用されるのはどの部屋ですか？ 当センターを何でお知りになりましたか？

（複数回答） （複数回答）

（複数回答）

（複数回答）

感想/ご意見（記入欄から抜粋）

反響板が使えなかったため、音の客席へのとび方が少なかったとのことでした。雰囲気は良く
ありがとうございました。

会場準備等ご協力ありがとうございました。また、よろしくお願いします。

駅近で安いから。
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◆

◆

◆

◆ 来年4月以降も使用したいのでお願いします。

◆ 西九条への移転は、不便になる。

◆ 長い間、お世話になりました。盗難にあったのは本当につらかった(笑)心から感謝しています。

◆ 当日の急な応対などしてくださり、大変助かっております。今後も宜しくお願い致します。

◆ 音の心配も全く問題なくよかったです。

◆ 静かでとても勉強がすすみました！

◆

◆ 長い間、お世話になりました。ありがとうございました。

◆ 客席との距離も近く、とてもやりやすいホールでした。ありがとうございました。

◆

◆ 移転、大変寂しいです、、、。長年、色々と融通頂き、ありがとうございました。

◆ 係りの方の対応が親切だった

◆ 舞台スタッフの方にとてもよくしていただきました。ありがとうございました。

◆ 使いやすく、対応もていねいですばらしいです。

◆ こども文化センターの移転は、残念です。このようなよい施設の存続を希望します。

◆

◆ とても残念です。子どもたちの活動の為には、ぜひ続けてほしかったです。

◆ 今後、使わせていただきます。

◆

◆ 日程等、様々なことでご相談に乗っていただき、大変助かりました。

◆ 続けて使用したいと思いましたが、もうすぐ使用できなくなると聞き残念です。

◆ スタッフの方も感じよく、ほんとうにありがとうございました。

◆ 今年度で施設が無くなるのが非常に残念です。

◆

◆ スタッフの皆様とても真剣でていねい。ありがとうございました。

◆ ここを来年3月閉めるのは、本当に悲しく残念です。

「文化センター」は市では、かわりがない施設だと思います。存続してほしいのです。

コンサート会場なので、音響もいいので気に入ってます。

機材や設備が良い。イスがもっと心地よかったりしたら、なお良い

本当に長い間ありがとうございました！西長堀での最後を飾らせていただき、とても光栄に
思っています。

長年にわたって利用させていただき、大変お世話になりました。来年度から閉館されるのは淋
しい限りですが、今度もご縁がありましたら、またよろしくお願い致します。

施設も使いやすく、スタッフのみなさんの対応も良かったです。駅から近いので便利でした。あ
りがとうございました。

9時ジャストしか入場できない点。各所にある時計表示が違っている。照明スタッフの方は良
かった。また、よろしくお願いします。

駅が近くとても良かった。パーテーションを気にしていたが、静かでとても良かった。今後も活
用させて頂きます。

［７－５］
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別紙（７）

　ことが想定できる。

・夜間利用の７０％が諸室。

　・集計数値及び利用者のご意見は、別紙（７－Ｈ）のとおり

（図－Ｂ）

（図－Ａ）

・１回（初回）利用が大幅に増（40%→60%）。昨年に比して、新たに利用する団体が増えている

・反面、夜間の音楽系利用の制限の反映か、「それ以上」の利用（月間複数回利用）が昨年度
　よりさらに減少（1％）

・利用内訳（構成比）は、概ね同様に推移。ホール[30%台半ば]、リハーサル室・造形室
　[20%台前半]、展示室[10%台後半]。

　　　平成２７年度  利用団体アンケート結果

　・集計結果の概要は下図（Ａ～Ｇ）のとおり

下記のとおり、利用団体を対象にアンケート調査を実施した。

　・実施期間：平成２７年４月～平成２８年３月

　・回 収 数：１４１（所管局の直接利用を除く）

利用団体アンケート集計結果（概要）

［７－５］

ホール

36%

展示室

18%

リハーサル

室

21%

造形室

23%

無回答

2%

主な利用室 （複数回答）

１回

60%
３回くらいまで

12%

数回

19%

毎月くらい

3%

それ以上

1%

無回答

5%
年間利用回数



（図－Ｅ）

・図－Ｂで判明したように初めての利用が例年並みとなる。
・音楽系利用制限の影響か、３年以内（指定管理導入後の利用開始団体）が減少したまま。

・ホームページを見ての利用が昨年より減少（43%）。リーフレットが微増 (9%)。
・事業チラシが2%増。知人からといちょう並木は、昨年より減（ 1%から 3%）。

（図－Ｃ）

（図－Ｄ）

・夜間の音楽系利用の制限の反映か、「音楽」利用の減少が続く（昨年比-7%）。
・講演会/集会での利用が１０％増加。

講演会/集会
22%

会議

14%
講座/研修

21%
バレエ/ダンス

7%

音楽

21%

演劇

4%

美術/書道/工
作

1%
その他

9%

無回答

1%
主な活動 （複数回答）

今回が初めて

46%

今年度から

4%

おおむね３年

以内

18%

それ以前から

31%

無回答

1%

いつ頃からの利用か

施設リーフレッ

ト

9%

ホームページ

43%

主催事業のチ

ラシ

4%

知人から

14%

市政だより/区
の広報誌

9%

いちょう並木

1%

テレビ/ラジオ
1% その他

14%

無回答

5%
何で知りましたか （複数回答）



（図－Ｆ）

（図－Ｇ）

・テレビ・ラジオは、昨年度と比して9%の減

・増加は「立地」が 4%、「他施設」が 1%。減少は「夜/休日」が（ 2%）、「使いやすい」が（ 4%）。
・全体的に大きな変動は無い。引続き、丁寧な対応とサービスの向上に努めたい。

・83%の団体から評価（とてもよい＋よい）を受けており、昨年からは 1%の増加。
・一方、あまりよくない（ 1%）との回答も受けているので、指定管理者の及ぶ範囲での必要な
　改善に努めるとともに、引き続き、適切な施設運営を心掛けたい。

部屋や施設が

使いやすい

16%

立地の都合が

良い

35%

料金が手ごろ

24%

夜や休日も使

える

5%

対応/サービス
がよい

6%

他の施設が空

いてなかった

11%

その

他

1%

無回答

2%
選んだ理由 （複数回答）

とてもよい

40%

よい

43%

ふつう

10%

あまりよくない

1%

よくない

0%

無回答

6%
利用した感想



１）実施研修

研　　修　　名 テ　ー　マ　等 実施日
参加
人数

マイナンバー研修会
（1）マイナンバー制度の概要
（2）各課・事業所における役割
（3）収集方法および取扱い上の注意点　など

１１月１２日 ２

ビジネス判断力向上研修
 ケースで学ぶ　ビジネス判断力向上研修
日々の業務に活かせるよう、業務の効率化を図ること
を目的として実施

１１月１３日
１２月１１日

各１

管理職基本研修
公社運営を担うために必要な知識を習得し、各
課・事業所でリーダーシップを最大限発揮でき、
チーム力を結束させることを目的として実施

１２月２日 １

管理職のための人事評
価の基本研修

公社運営を担うために必要な知識を習得し、各
課・事業所でリーダーシップを最大限発揮でき、
チーム力を結束させることを目的として実施

１２月８日 １

個人情報保護教育テスト
プライバシーマークの資格取得事業者として、個
人情報保護の重要性や社会的役割について理解さ
せることを目的として実施

１月１８日 全員

勤怠管理システム操作
研修

（1）勤怠管理システムへの移行スケジュールについて
（2）勤怠取扱い方法の変更について
（3）勤怠管理システム操作方法について

２月１０日 １

職場人権問題研修
人権問題についての認識を深めることを目的とする。
「人権問題と大阪市の取組」

　２月２５日 １

研　　修　　名 テ　ー　マ　等 実施日
参加
人数

情報セキュリティ研修
（Eラーニング）

個人情報、機密情報等のセキュリティの重要性を理解
し、業務上取り扱う情報を保守するルールや技術を習
得する

５月、１１月
（月間）

４

環境活動への理解
 （Eラーニング）

構成員グループ全体の環境保全活動への取組み紹
介および実践への働きかけ

１０月
（月間）

４

人権・コンプライアンス研
修

パワハラ・モラル等の人権問題の理解及び企業人とし
ての職場内外のマナーの習得

３月 ４

アートマネジメント人材育
成講座

「アートマネジメントコース」（参加型学習）地域活動に
必要な知識や企画立案・合意形成や行動プランを習
得

７月～１１月
　計３日間

１

・こども文化センター職員が参加した研修のみを記載

　①一般財団法人大阪市教育振興公社　実施分

　②サントリーパブリシティサービス株式会社　実施分

別紙（８）

平成２７年度　人権問題研修等実施状況



２）参加（派遣）研修

研　　修　　名 テ　ー　マ　等 実施日
参加
人数

アートマネージメント人材
育成講座

①人間のあいだの関係の構築
②フロントスタッフのための介助サービス実践編
③ボランティアスタッフと共に「夢」に向かって歩く

９月２３日 １

防災体験研修
職場研修として、大阪市立阿倍野防災センターの防
災体験学習に参加

１０月１３日 全員



一般財団法人　大阪市教育振興公社　障がい者雇用状況

１．障害者の雇用状況（平成２８年３月３１日現在）

合計

（イ）重度 （ロ）重度以外 （ハ）重度 （二）重度以外 （イ）×２＋（ロ）＋（ハ）＋（二）×0.5

２７２名 ２０６名 ２名 ０名 ０名 １名 ４．５名 ４名 ０名 ２．１８％

２．平成２７年度の障害者の採用状況（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

人　　数

１名

３．平成２８年度以降の障害者雇用計画

人　　数

４．障害者雇用計画実現に向けての取り組み等

別紙 （９）

常　　用
労働者数
(短時間含む）

算　　定
労働者数

障　　害　　者　　数

法定雇用
障害者数

不足数 雇用率短時間労働者を除く 短時間労働者

採用時期 職　　　　種 事　　　　業　　　　場

平成２７年８月 臨時職員 一般財団法人大阪市教育振興公社

（１）新規雇用のための取り組み等
　　・職員に障害者問題等についての人権研修を実施する。

（２）雇用中障害者の継続雇用のための取り組み
　　・随時、面談を行い、職場環境の改善を検討する。
　　・ＯＪＴによる業務理解の促進と業務遂行力の向上をはかる。
　　・通院への配慮および、健康状態に応じた弾力的な勤務の運用を行う。

採用時期 職　　　　種 事　　　　業　　　　場

未定



別紙（１０）  

平成27年度 障がい者雇用実績報告書 
 

サントリーパブリシティサービス株式会社 
 
1. 障がい者の雇用状況（平成28年3月31日現在） 

常用 

労働者数 

算定 

労働者数 

障がい者数 

法定雇用 

障がい者数 不足数 雇用率 

(ｲ) 

重度 

(ﾛ) 

重度以外 

(ﾊ) 

短時間 

計 

(ｲ)x2+(ﾛ)+(ﾊ) 

916 

人 

916 6 

人 

 4 

人 

3 

人 

19 

人 

18 

人 

0 

人 

2.07％ 

 

2. 平成27年度の障がい者の採用状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 

 （１）採用者 1人 

雇用時期 人数 職種 事務場 

平成27年4月 1名 その他サービス クレオ大阪（大阪府） 

（２）退職者 2人 

退職時期 人数 職種 事務場 

平成27年5月 1名 その他サービス クレオ大阪（大阪府） 

平成28年3月 1名 その他サービス 大阪市中央公会堂(大阪府) 

 

3. 平成28年度の障がい者雇用予定   

雇用時期 人数 職種 事業場 

    

 

4. 平成28年度の障がい者採用計画 

採用時期 人数 職種 事業場 

平成28年4月～  

 平成29年3月 

未定 事務職 

その他サービス職 

＊状況に合わせて随時検討 

＊ 法定雇用率2.0％以上を達成しているため、在籍者の状況に合わせて採用を実施する。 

 

5. 障がい者雇用計画実現にむけての取り組み等 

（1） 新規雇用のための取り組み 

・法定雇用率2.0％以上を維持すべく、状況に応じた採用を行っていく。 

（2） 雇用中障がい者の継続雇用のための取り組み 

・入社3ヵ月後に担当者による面談を実施。勤務先の状況と合わせて業務内容、勤務体制を検討する。 

・ 随時、上司との面談を設け、雇用者の状況把握に努める。また状況に応じて対応策を検討する。 

・OJTによる業務理解の促進と業務遂行力の向上を図る。 

・ 通院への配慮および、健康状態に応じた弾力的な勤務の運用を行う            以上 


