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平成２８年度施設管理に対する評価シート 

◎基本情報 

管理施設 

① 施設名 大阪市立男女共同参画センター西部館及び大阪市立こども文化センター 

② 指定管理者名 クレオ大阪西・こども文化センター共同事業体 

一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会(代表者) 

一般財団法人 大阪教育文化振興財団（構成員） 

サントリーパブリシティサービス株式会社（構成員） 

グローブシップ株式会社（構成員） 

③評価対象期間 平成２８年４月１日 ～ 平成２９年３月３１日 

④指定期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日 

⑤所管課・担当 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課（電話：06－6208－9156） 

こども青少年局企画部青少年課（電話: 06－6208－8157） 

管理運営業務等の概要 

① 業務概要 

異なる設置目的を持つ二つの複合施設としてセンター施設の管

理・運営、男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務として、男女

共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供、講演会・講習会・

研修会等の開催、相談事業、男女共同参画社会の形成に関する啓発、

こどもの文化の形成の寄与に関する業務として、舞台芸術事業の提

供、情報収集・提供と相談事業、人材養成・交流・協働事業、その他

市長が必要と認める事業 

② 利用状況の概要 

○貸館利用率 

 クレオ大阪西 68.9％ こども文化センター  63.3％ 

○利用人員 

クレオ大阪西 62,769人 こども文化センター（主催事業への参加

人数）18,671人 

○使用料収入  

クレオ大阪西 7,310,480円 こども文化センター 12,204,280円 

③施設の設置目的・目標 

（成果指標） 

○設置目的 

（クレオ大阪西）  

男女共同参画社会の実現をめざす活動の拠点として、男女が社会の対

等な構成員として社会のあらゆる分野における活動に参画し、個人と

して能力が発揮できるよう多面的な支援を行うことにより、男女共同

参画社会の形成に寄与することを目的とする。 

（こども文化センター） 

優れた演劇、音楽、映画等の鑑賞及び絵画その他の文化活動を通じ、

健全な本市児童の育成を図ることを目的とする。 

○目標（平成32年3月時点＝指定期間満了時） 

（クレオ大阪西） 

 施設利用率 70％以上 

（こども文化センター） 

施設利用率 60％以上 

主催事業への参加人数 19,500人 

③ 年度目標 

上記の設置目的を踏まえるとともに、基本協定書及び年度協定書に

基づく管理運営業務を行う。 

○年度目標 

（クレオ大阪西） 年間利用者数92,700人 年間稼働率69.0％以上 

（こども文化センター） 主催事業参加者数16,800人 ホール年間稼

働率53.0％以上 
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◎管理運営の実施状況 
１ 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

①施設の管理運営状況

（管理運営方針・手法

に沿った施設の維持管

理の状況、平等利用の

確保、職員の体制、危

機管理・安全管理業務

等の実施状況）（ 

（共通） 

・ 施設維持管理にかかる業務は協定書に基づき実施しており、利用者

が安全で安心して利用できるよう利用者の立場で施設の管理と施

設整備の維持管理に努めた。 

・ 目的の異なる利用者が、だれでも快適にお過ごしいただけるようあ

いさつや声かけを積極的に行う他、特に、子どもの行動特性も十分

考慮して、館内外の動線にも留意し、安全・安心を第一に運営を行

った。 

・ 貸室の利用申込みには公正な抽選を実施する等、平等利用を確保し

ている。また、平成29年2月からの申込手続の変更についても、大

きな混乱なく申込受付業務を遂行した。 

・ 職員の体制についても適正な人員配置・ローテーション、緊急時連

絡体制、本市及び関係機関への連絡調整や資料作成・報告、その他

金銭、物品の出納、収支精算など良好な管理運営を実施している。 

②事業計画の実施状況

（計画に沿った事業実

施、サービスの質、利

用促進のための取組み

と効果、利用者満足度

の把握・反映状況、自

主事業等の実施状況） 

（共通） 

・ 男女共同参画社会の実現、健全な本市児童の育成をめざす活動の拠

点として、基本協定書及び年度協定書に基づき適正に管理運営業務

を行っている。 

・施設利用、事業内容、職員の対応等について、利用者アンケートを

常時実施、利用者の満足度を把握し、また、アンケート以外でもご

意見箱・ご意見メールや利用者懇談会の実施により利用者からの要

望、苦情等にできるだけ丁寧に回答し、利用者に公表するとともに、

可能な限り速やかに対応することにより利用者満足度の向上を図

った。 

（クレオ大阪西） 

・ ホームページ、Facebookによる広報のほか、スタッフブログなどを

通じて、クレオ大阪各館の施設や事業を紹介するとともに、情報誌

「クレオ」の編集、発行に対して連携・協力をするなど男女共同参

画の推進に関する諸情報を広く発信し、市民に提供することによ

り、男女共同参画に関する啓発及び館の利用促進につながってい

る。 

・ クレオ大阪西のホームページを全面更新し、各貸室の詳細ページに

直リンクできる二次元コード（ＱＲコード）入りの案内表示を各貸

室扉に設置するなど利用しやすい環境づくりに努めた。 

・また、男女共同参画社会の形成に関する講演会、講習会、研修会を

「女性の活躍促進」「ライフステージに合わせた自立支援」「地域

における男女共同参画」「子ども・次世代への男女共同参画の醸成」

などの観点から地域出前セミナーや就労支援関連機関との連携セ

ミナー、インターンシップ事業など様々なセミナーや事業を実施し

た。それぞれ受講者・参加者からは高評価を得ている。 

・自主事業については、女性の能力発揮・就業支援を目的とする「英

会話」「書道」に関する事業のほか、こころとからだの健康支援な

どの事業を実施している。 

・ さらに、ピンクリボンやパープルリボンキャンペーン等の啓発事

業、地域における男女共同参画の視点での防災ステーションとして

の情報発信・啓発についても各種団体と連携し幅広い活動を実施し

ている。 

（こども文化センター） 

・舞台芸術の鑑賞事業である「こども（芸術）劇場」やその他発表事
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業、創造事業、人材養成・交流・協働事業など様々な事業を実施し、

受講者・参加者から高評価を得ている。 

・施設パンフレット、ホームページ、子育て支援情報誌や主要新聞等、

こども文化センターの事業紹介をした冊子などを通じて、幅広く周

知に努め利用促進につながっている。 

・また、市内保育所（園）・幼稚園の全児童あてに事業チラシの配布

を行うなど、移転により減少した集客の増加を図るとともに、移転

後施設を認知してもらうため全市域を対象とした新たな広報活動

を展開した。 

③施設の有効利用（他施

設との連携状況、地域

との連携状況、市民・

ＮＰОとの連携状況

等） 

（共通） 

・ 各イベントの参加者がほかのイベントに参加することによる相乗

効果を狙い、地域のグループやＮＰＯ等とクレオ大阪西の連携事業

と、こども文化センターの主催事業を同日開催することで広報の効

率化を図り、クレオ大阪西主催の「わんだふるサンデー」において

は、本市環境局の協力を得て「子ども服のリサイクル等を通じた地

域交流事業」を実施した。また、同日に「女性と子どもが主役の防

災ワークショップ（市事業）」を開催し地域連携も図った。 

さらには在住外国籍住民に対して「日本語教室」を実施し、他にも

保育室開放デ―の実施など事業を通じて施設の魅力や利用方法の

紹介を実施した。 

（クレオ大阪西） 

・ 此花区商店会および各種団体が参加する「第6回此花区にぎわい通

り」に参加し地域での啓発を図った。 

（こども文化センター） 

・ 「地域における文化活動との協働事業」として、地域の実行委員会

と連携し、「ハピネスふれあい音楽祭inこの花」を実施した。 

 

２ 市費の縮減効果（収支状況） 

① 収入・支出状況 

【収入】指定管理業務代行料            111,653,555円 

【支出】合計              111,653,555円 

    （内訳）人件費           62,882,000円 

          事務費             1,384,000円 

          施設の管理運営       32,515,555円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

4,000,000円 

        こども文化の形成の寄与に関する業務 

                     11,654,000円 

        その他           5,460,000円 

        参加費収入を充当     △6,242,000円 

② 市費縮減に係る取組

み 

（共通） 

・ ＬＥＤ照明への交換（順次）、利用者の安全に支障を生じない共用

部分の減灯やこまめな消灯、利用者の健康に影響を与えない範囲で

の適正な空調温度に努めるなど光熱水費の縮減を図った。 

・ ＩＴの活用によるペーパレス化、両面コピーの推進など日常的な事

業経費の削減を図った。 
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３ 社会的責任・市の施策との整合性 

環境への配慮、就職困難

者の雇用への取組み、個

人情報保護に関する取組

等の実施状況 

（共通） 

・ 節電対策として、ロビー、廊下、事務室の照明の間引き、冷暖房温

度設定（冷房28℃、暖房20℃）、クールビズ・ウォームビズ励行に

努めるなど、省エネルギーの推進に努めた。 

・ 館内ごみ箱の撤去及び、リサイクル資源の回収ボックスを設置する

など、廃棄物の削減やリサイクルの推進に努めている。 

（クレオ大阪西） 

・大学生を対象にインターンシップを受け入れ、男女共同参画への理

解を深め働くことを考えるプログラムを実施している。 

（こども文化センター） 

・青少年自立支援施設の社会参加・就労支援プログラム修了生をスタ

ッフとして受け入れるなど、就労支援の取り組みを展開している。 

 

４ その他（点検等における要改善項目の対応状況等） 

① 評価項目概要 

（共通） 

・異なる設置目的を持つ二つの施設の複合施設として、一体的な運営

による居心地の良い施設管理と利用促進に努め、各事業が活性化す

るよう両施設の機能向上を進めた。 

（クレオ大阪西） 

・「男女共同参画基本計画」をよく理解するとともに、クレオ大阪西

が施設所在地を中心とした地域における男女共同参画の推進拠点

として地域課題の把握に努め、地域と連携した取り組みを進めた。

また、クレオの5館の統括的役割をもつ中央館と連携するとともに、

5館の有機的な連携を進め、成功事例や課題を共有し効果的に施策

を推進した。 

（こども文化センター） 

・こども文化センターはホールを活用し、「生」の舞台芸術など日常

生活では体験できない貴重な体験の機会を提供し、こどもの感性と

創造性を育み、表現力を高める取り組みを進めた。 

・ 

②上記についての成果や

望まれる対応等 

上記を実現するために、多様な事業に取り組んだ。  

（男女共同社会の形成に寄与に関する業務） 

・男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供 

 ＞地域における男女共同参画の視点での防災ステーションとして

の情報発信やＩＣＴを活用した情報の収集・提供を行うととも

に、情報・図書コーナーの運営を行い、ブックフェア等を開催し

た。 

・男共同参画社会の形成に関する講演会、講習会、研修会等の開催 

＞様々な男女共同参画セミナーやしごと情報ひろばマザーズと連

携した女性の就労支援セミナーの実施、防災等をテーマとした出

前講座の実施、クレオ大阪子育て館との連携事業を実施した。 

・相談事業 

 ＞クレオ大阪女性総合相談センターからの出張相談員による女性

のための悩み相談、平成28年8月からは女性の社会保険労務士、

ファイナンシャルプランナーによる社会保険、家計管理について

の相談（面談相談）を実施し幅広い年齢層から相談を受けた。 

（こども文化の形成の寄与に関する業務） 

・舞台芸術事業の提供 

 ＞良質な舞台芸術の鑑賞事業である「こども劇場」「こども芸術劇

場」の実施、日頃、舞台芸術活動に取り組んでいるこどもたちに、
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本格舞台などで発表する機会の場を提供する発表事業、創造事業

「こども教室」を開催した。 

・人材養成・交流・協働事業 

 ＞スタッフボランティア等の育成やボランティアグループとの協

働事業である親子で楽しめる人形劇などの鑑賞会「こども広場」

を開催した。 

  また、市立中学・高校との文化活動の協働事業や地域と連携した

文化活動を実施した。 

（他館、他団体等との連携） 

＞ クレオ5館で共通して実施する事業について意見交換等を実施

し、効率的な事業運営を図った。5館の有機的な連携を進め、成

功例や課題を共有することにより運営の質の向上に努めた。 

＞此花区主催の「行政連絡調整会議」「区政会議」等に出席・参加

し、此花区役所や子育て関連施設、地域団体との情報共有、機

能連携等を図った。 
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◎評価 
１ 所管所属による１次評価（太枠にＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの四段階で評価を記入） 

①施設の設置目的の達成

及びサービスの向上に

対する評価 

利用者の意見を直接聞く利用者懇談会やアンケート等の実施

により、利用者からの意見を反映した利用促進の取組みを行っ

ている。  

互いのセンターが連携し地域のグループやＮＰＯとの連携に

よる施設の有効活用や事業を展開するなど、多彩な事業や啓発

活動が実施できている。  

利用率について、クレオ大阪西は目標の69.0％にはわずかに

及ばない68.9％であったが、こども文化センター（ホール）に

おいては56.1％と目標の53.0％を上回り評価できる。 

こども文化センター事業の参加者数についても18,671人とな

り、移転初年度であるにもかかわらず、目標の16,800人を大幅

に上回った。 

両センターの複合化により、複合化の利点を生かした、さら

なる利用率アップの取組みを期待する。 

Ａ 

②市費の縮減効果に対す

る評価 

 

利用者サービスの向上に努めつつ、限られた予算の範囲内で

多様な事業が実施できるよう、人件費や光熱水費などの経費削

減に努め、経費を抑えながら効用を最大化する施設・事業運営

を行い、事業計画書に沿った運営を行った。 

Ｂ 

③社会的責任・市の施策

との整合性に対する評

価 

廃棄物の削減やリサイクルの推進等、環境に対する一定の取

組みは実施されている。また、電力需要対策としても節電に協

力し、省エネルギーの推進に努めている。 

大学生インターンシップや、青少年の社会的自立を支援する

ＮＰＯ法人の修了生の受け入れなど、若者や就職困難者への取

組みを実施している。 

本市の重点取組みである「女性の活躍促進」や「こども・子

育て支援」の取組みをはじめ「ライフステージに応じた自立支

援」「地域における男女共同参画」「こどもの芸術文化活動」等

に関する多様な事業を実施した。 

Ａ 

④総合評価 

 

「大阪市男女共同参画推進条例」や、「第2次大阪市男女きらめ

き計画」、「大阪市こども・子育て支援計画」の趣旨・目的を

踏まえ、多様な事業を実施するとともに、本市における男女共

同参画施策・こどもの健全育成の推進拠点としての役割を果た

していることは、事業計画以上に施策へ貢献しているものとし

て評価できる。また、施設の複合化により連携を深め、それぞ

れの事業の活性化、機能の向上が図られている。 

引き続き、今後も、地域との連携、両センターの連携をより

強めて事業を実施することや、高い利用者満足度を維持するよ

う努められたい。  

Ａ 

 

２ 外部専門家等の意見 

・こども文化センターの移転により複合施設となった初年度として、プログラムの実施、照明の

ＬＥＤ化などの市費縮減の取組み、利用者の声に対する対応など全体的によくがんばっている。 

・複合化した施設のメリットを活かし、（こどもの頃からの意識啓発は重要であるので）こどもを

対象とした男女共同参画の啓発事業や、同様に男性（父親）向けのプログラムも充実させてほ

しい。 

 また、親は男女共同参画の事業に参加し、こどもはこども文化センター事業へ参加できるよう

な共同プログラムなども企画してほしい。 

・日本語教室について、市内の学校でも様々な国籍の子どもが増えており、このような子どもた

ちも参加できるようになればいいと思う。 

・トイレでのＬＧＢＴの対応は行われておられることは良いことである。ＬＧＢＴの問題を抱え

ているこどもたちは多いといわれており、いじめが顕在化している現状からも、複合化した施
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設の特性を活かしたＬＧＢＴに関するプログラムを検討してほしい。 

・広報は一番重要と考えるので、共同体の中でもよく調整のうえ合理的かつ効果的な方法で実施

するとともに、移転の影響などにより従前からの利用者が離れていかないような方策も引き続

き検討していただきたい。 

・全国的にも類のない複合施設でもあるので、行政からもバックアップするなどし、こども対象

の施設と男女共同参画施設との相乗効果が発揮できる施設となるよう期待する。 

 

３ 所管所属最終評価（太枠にＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの四段階で評価を記入） 

①施設の設置目的の達成

及びサービスの向上に

対する評価 

利用者の意見を直接聞く利用者懇談会やアンケート等の実施

により、利用者からの意見を反映した利用促進の取組みを行っ

ている。  

互いのセンターが連携し地域のグループやＮＰＯとの連携に

よる施設の有効活用や事業を展開するなど、多彩な事業や啓発

活動が実施できている。  

利用率について、クレオ大阪西は目標の69.0％にはわずかに

及ばない68.9％であったが、こども文化センター（ホール）に

おいては56.1％と目標の53.0％を上回り評価できる。 

こども文化センター事業の参加者数についても18,671人とな

り、移転初年度であるにもかかわらず、目標の16,800人を大幅

に上回った。 

両センターの複合化により、複合化の利点を生かした、さらな

る利用率アップの取組みを期待する。 

Ａ 

② 市費の縮減効果に対

する評価 

利用者サービスの向上に努めつつ、限られた予算の範囲内で

多様な事業が実施できるよう、人件費や光熱水費などの経費削

減に努め、経費を抑えながら効用を最大化する施設・事業運営

を行い、事業計画書に沿った運営を行った。 

Ｂ 

③社会的責任・市の施策

との整合性に対する評

価 

廃棄物の削減やリサイクルの推進等、環境に対する一定の取

組みは実施されている。また、電力需要対策としても節電に協

力し、省エネルギーの推進に努めている。 

大学生インターンシップや、青少年の社会的自立を支援する

ＮＰＯ法人の修了生の受け入れなど、若者や就職困難者への取

組みを実施している。 

本市の重点取組みである「女性の活躍促進」や「こども・子

育て支援」の取組みをはじめ「ライフステージに応じた自立支

援」「地域における男女共同参画」「こどもの芸術文化活動」等

に関する多様な事業を実施した。 

Ａ 

③ 総合評価 

「大阪市男女共同参画推進条例」や、「第2次大阪市男女きらめ

き計画」、「大阪市こども・子育て支援計画」の趣旨・目的を

踏まえ、多様な事業を実施するとともに、本市における男女共

同参画施策・こどもの健全育成の推進拠点としての役割を果た

していることは、事業計画以上に施策へ貢献しているものとし

て評価できる。また、施設の複合化により連携を深め、それぞ

れの事業の活性化、機能の向上が図られている。 

引き続き、今後も、地域との連携、両センターの連携をより

強めて事業を実施することや、高い利用者満足度を維持するよ

う努められたい。 

Ａ 

 

       Ｓ…事業計画又は本市の定める水準の想定を大幅に上回る効果が得られた 

Ａ…事業計画又は本市の定める水準で想定した以上の効果が得られた 

Ｂ…おおむね事業計画又は本市の定める水準どおりの効果が得られた 

Ｃ…事業計画又は本市の定める水準で想定した効果が得られていない 

評価の基準 
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※ 施設の管理運営に関して過失による事故や協定違反等による改善指示、指名停止措置（平成25年四

月から「参加停止措置」）などのペナルティを受けた場合は、当該項目と総合評価については原則

としてＣとすること 

 

 

 


