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平成 30年度 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 事業報告 

 

指定管理者 

 

施設概要 

施設名 大阪市立男女共同参画センター西部館（クレオ大阪西） 

大阪市立こども文化センター 

所在地 大阪市此花区西九条６丁目１番２０号 

施設規模 構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

規  模：地下１階地上３階建塔屋付 

建築面積：1,608.20㎡ 

延床面積：3,967.04㎡ 

主な施設 地下 駐車場 

１階 ホール、舞台、控室、情報・図書コーナー、展示ギャラリー、交流

サロン、保育室、事務室 

２階 会議室、研修室、クラフト調理室、相談室、[しごと情報ひろば] 

３階 音楽室（多目的室）、音楽保管準備室 

※[ ]の運営は指定管理者としての業務に含まない。 

 

１．指定管理業務の実施状況 

（１）施設の管理運営 

クレオ大阪西は、大阪市立男女共同参画センター条例に定める目的（男女があらゆる分野における

活動に参画する）の達成に資するため、大阪市立こども文化センターは、こども文化センター条例に

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、各センターの

事業を実施した。 

特に、異なる設置目的を持つ二つの施設を複合化することで、各事業が活性化するよう、月 1回

の職員会議や 4社共同体運営会議を開催するなど、両施設の機能向上および円滑な運営に努めた。 

 

（２）施設の管理・運営に関する業務 

   ①施設全般の管理運営 

   ②施設の総合管理業務 

   ③施設の貸館運営業務 

   ④「使用料の徴収及び収納事務委託契約」に基づく使用料徴収および収納事務 

   ⑤指定管理者による利用者モニタリング及び自己点検の実施 

    

団体名  
クレオ大阪西・こども文化センター共同事業体 

 代表者：一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会 

 構成員：一般財団法人大阪教育文化振興財団 

     サントリーパブリシティサービス株式会社 

グローブシップ株式会社 

主たる事務所の所在地 大阪市天王寺区上汐 5丁目 6番 25号 

代表者 一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会 理事長 槇村 久子 

指定期間 平成 28年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 
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２．利用状況 

クレオ大阪西 

  

(1)年間利用状況   

  開館日数 308日（臨時開館除く） 

利用率（％） 利用者数（人） 使用料収入(円) 

65.6 60,955 6,333,480 

 

  

   (２)利用者モニタリング及び自己点検 

①窓口スタッフの対応及び施設・設備について 

 <自由記述欄の主な記載内容> 

    ・トイレの改修についての要望  

・応対についての謝意 

・空調がつかなかったことに対する不満 →案内を表示 

・ネット予約についての要望 

・会場が空いていれば早めに開錠してほしいとの要望 

 

 

こども文化センター 

 

(1)年間利用状況                                 

利用率（％） 利用者数（人） 使用料収入（円） 

57.5 

（内ホール 56.5） 
18,330  8,437,460  

※こども文化センターでの利用者数については主催事業への参加人数 

※稼働率については、ホール・控室 1・2の稼働率 

 

 
たいへん

満足 

おおむね 

満足 
満足度 

やや 

不満 

たいへん

不満 
不満足度 

窓口スタッ

フの対応 
(n=1,640) 79.1％ 20.9％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

施設・設備 (n=1,640) 71.5％ 27.9％ 99.4％ 0.5％ 0.1％ 0.6％ 
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■施設利用に関した、アンケート結果 

・実施期間：平成 30年 4月～平成 31年 3月 ・回 答 数：144（所管局の直接利用を除く） 

・集計結果の概要は下図（Ａ～Ｇ）のとおり 

 

図-Ａ                     図-Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ｃ                      図-Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ｅ                       図-Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ｇ 
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■集計数値および利用団体のご意見 

①主に利用されるのはどの部屋ですか？ 

【図-Ａ】  主な利用室（複数回答） 

ア ホール 74 

イ 控室（1） 128 

ウ 控室（2） 99 

エ クレオ大阪西の施設 10 

 計 311 

 

②年にどれぐらい利用なさいますか？ 

【図-Ｂ】  年間利用回数 

ア 1 回 41 

イ 3 回くらいまで 23 

ウ 数回 25 

エ 毎月くらい 32 

オ それ以上 20 

カ 無回答 3 

 計 144 

 

③当センターでの主な活動は次のどれですか？ 

【図-Ｃ】  主な活動（複数回答） 

ア 講演会/集会 17 

イ 会議 5 

ウ 講座/研修 6 

エ バレエ/ダンス 8 

オ 音楽 30 

カ 演劇 25 

キ 美術/書道/工作 1 

ク その他 62 

ケ 無回答 5 

 計 159 

 

④いつ頃から当センターをご利用ですか？ 

【図-Ｄ】  いつ頃からの利用か 

ア 今回が初めて 11 

イ 今年度から 6 

ウ おおむね３年以内 57 

エ それ以前から 67 

オ 無回答 3 

  計 144 

 

⑤当センターを何でお知りになりましたか？ 

【図-Ｅ】  何で知りましたか（複数回答） 

ア ホームページ 30 

イ 主催事業のチラシ 5 

ウ 知人から 24 

エ 市政だより/区の広報誌 8 

オ いちょう並木 2 

カ テレビ/ラジオ 0 

キ その他 83 

ク 無回答 10 

  計 162 

 

⑥当センターをお選びになった理由は？ 

【図-Ｆ】  選んだ理由（複数回答） 

ア 部屋や施設が使いやすい 85 

イ 立地の都合が良い 90 

ウ 料金が手ごろ 23 

エ 夜や休日も使える 14 

オ 対応/サービスがよい 48 

カ 他の施設が空いてなかった 4 

キ その他 25 

ク 無回答 4 

  計 293 

 

⑦ご利用になった感想はいかがですか？ 

【図-Ｇ】利用した感想 

ア とてもよい 95 

イ よい 35 

ウ ふつう 4 

エ あまりよくない 1 

オ よくない 0 

カ 無回答 9 

  計 144 
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■ホール等の利用者の声（感想/ご意見（記入欄）） 

◆ 音響設備の充実をお願いしたいのですが・・・       

◆ 事務所の皆様や舞台裏方のスタッフさんたちが親切で気持ち良く利用させて頂きました。  

◆ いつも利用させていただいて感謝しています。きれいに掃除がいきとどき、気持ち良く使わせて 

いただいています。ありがとうございます。 

◆ 看板の設置について、大きさを前もって教えて頂きたいです。     

◆ 支払いが現金というのは、このご時世いかがなものかと・・・。防犯面など、大阪市が運営して 

いるのに、いかがなものかと思います。受付の方も思ってらっしゃるかもしれませんが。  

◆ 素晴らしい環境をご提供頂き感謝しております。      

◆ この２日間、コンクール前の特訓でこれほどにない環境を与えて頂き、ありがとうございます。 

スタッフの臨機応変なあたたかいご対応にも心から感謝しています。    

◆ 非常に貴重な練習機会となり大変感謝しております。      

◆ ちょうど良い広さでとても使いやすいです。       

◆ 舞台担当をしてくださった方にたくさん助けられました。本当にやりやすかったです。  

◆ 少しトラブルがありましたが、ありがとうございました。     

◆ ホールが手頃（大きさなど）。減免対応して頂ける。      

◆ 担当の皆さまにとてもよくして頂き、また来年もぜひ使わせて頂きたいと思っています。今回 

３回開催させてもらいました。舞踏ショー、お客様からもまたやってくださいと言われ、嬉しか 

ったです。        

◆ 今回もお時間考えていただき、本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。 

◆ 客席が舞台に近く、最後列からでも役者との距離感を感じないとても良い施設です。  

◆ スタッフの方同士の連携がすばらしく、安心して利用できます。     

◆ 事業スタッフによるアナウンスは必要な事項は押さえながら、わかりやすく面白くて、人形劇へ 

の期待が高まってとてもありがたいです（こども劇場出演団体）     

◆ スタッフのみなさんがとても優しく対応してくださり、安心して利用できました。   

◆ ごきげんなおしスペースにもしっかり舞台の音が聴こえてよかったです。    

◆ 2日目、晴れて気持ちの良い日です。本日もお世話になりました。     

◆ 発表会のステージとして、とても使いやすかったです。      

◆ （控室の）着替え台が、机を並べるのに不都合       

◆ 大変お世話になりました！ありがとうございました。      

◆ 照明も本格的にしていただき、とても良い発表会をすることが出来ました。受付、電話での対応 

も大変ご丁寧にしていただきありがとうございました。      

◆ 今回は人形劇のレベルアップでお世話になりました。プロの先生に観ていただいて、より良い 

作品になるのでとても喜んでいます。（こども広場出演グループ）     

◆ 今日はレベルアップを受講させて頂きありがとうございました！！（こども広場出演グループ） 

◆ とても親切に皆さん対応して頂き嬉しかったです。お呼び下さり、ありがとうございました 

（こども劇場出演団体）        

◆ いつもありがとうございます。スタッフの方に親切に対応していただき助かっています。  
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３ 実施状況 

 クレオ大阪西 

 

（１） 男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供 

 

① 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 

      ■持ち出し品の展示 

       防災に関するブックフェアの実施、防災関連ちらしの配布、クレオ周辺の防災マップの掲示

提供、段ボールトイレ展示、作り方のプリント配布等、防災に関連するさまざまな展示を行っ

た。 

 

②ＩＣＴを活用した情報の収集、提供 

クレオ大阪ホームページや情報誌「クレオ」の編集・発行に連携・協力しながら西部館の施

設や事業を紹介するとともに、男女共同参画施策に関する情報を幅広く収集・提供した。 

      事業の速報や男女共同参画に関する情報などを職員が平易なことばで伝える｢スタッフブログ｣

や貸室情報や事業案内を Facebookでも発信した。 

   

③情報・図書コーナーの運営 

    男女共同参画に関する図書や映像、資料等の収集と提供及びレファレンスサービスを行った。 

利用実績の向上をはかるため、親しみを持たせるようポップの多用や本をテーマにした男女共同

参画セミナーの実施、こども文化センターとの複合化のメリットをいかした絵本コーナーのアレ

ンジなど努めた結果、昨年の利用者数(1,469名)、利用冊数(4,044冊)を大きく上回ることができ

た。 

貸出時間 午前 9時～午後 9時 30分（年間開室日数 303日） 

休室日 
休館日：月曜日（祝休日の場合は翌日）、年末年始 

特別整理期間  12月 11日～15日 

 

【利用実績】 

新規登録者数 利用者数 利用冊数 情報相談件数 
ネット予約 

登録者数 

予約冊数 

(窓口・OPAC) 

179名 2,284名 6,554冊 216件 62件 134冊 

  

【情報収集及び提供内容】 

 

 

 

 

 収集数 総数 

図書 462 12,380 

ビデオ 6 334 

商業雑誌       3誌 

絵本の展示 



7 

 

 

【ブックフェア等の開催】 

実施時期 テーマ 

5月 
おひとり様の老後、おふたり様（家族）の老後 

好きなことだけで稼がなくてもＯＫ 

6月 男女共同参画週間 

7月 幸せに働くためにこれだけはゆずれない 

8月 

絵画・音楽も物語がある 

「離婚」にちなんで 

ワークライフバランス 

9月 ママが働くと家計はどうなる？ 

10月 

無関心ではいられないＬＧＢＴ セクシャルマイノリティ 

イメージアップ ポイントはカラー 

仕事と介護の両立へ 今から準備できること 

11月 

いま、注目されていますアンガーマネジメント 

いくつになっても魅力は消えない！ 

投資って聞いて思い浮かぶのは？ 

1月 

大人男子力第一印象 UP大作戦 

冷性解消 

会話のキャッチボール 聴くことを楽しみましょう 

2月 離婚 人生最大の決断といわれるからこそ 準備と知識はしっかりと 

3月 終活 よく聞くけど、よくわからない 

通年 家族みんなの防災 

 

 

 

（２）男女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 

男女共同参画セミナーにおける参加者満足度は 98.2%、指標の 95％を上回った。全体のセミナー参加

者数は 1,061名とほぼ昨年並みだったが、男性向けセミナーの開催数の増等によって男性参加者は昨年

より大幅に増加した。(H29 118名) 

こども文化センターとの連携事業は、昨年度は 2回実施のみだったが、本年度は 3回実施。来館者が

両方の事業を体験することのできる良い機会となった。 

 

①男女共同参画セミナー（年 30 回実施） 

№ セミナー名 趣旨・ねらい 回数 受講者数 

女性の活躍促進 

１ 
好きなことを仕事にしたい女
性へ はじめの第一歩 

「好きなこと」「得意なこと」を仕事にしていくた
めに、どうすればいいのか整理して、ライフプランを
作り、働き方、デメリットなどについて学ぶ 

2 29 

２ 
職場の困ったちゃんと仕事を
していくために 

自分と価値観が違う人と仕事をする際のポイントに
ついて学ぶ。 

2 28 
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受講者の声  

・自分のことや本心と向き合うことができ、次に自分ができること、やってみたいことを思い浮かべる

ことができました。言葉にすること、文字にすることの大切さを感じました。グループ内での意見交

換することで気づかされることも多くよかったです。（好きなことを仕事にしたい女性へ） 

・子への声のかけ方。共感しすぎてはいけないのだなと思いました。子を信頼していることが伝わる言

葉をうまく見つけられるようになりたいです。（子育て応援セミナー） 

ライフステージに応じた自立支援 

3 老後をとりまくおカネの話 老後リスクをみつけ、その備え方を考える 2 69 

4 
ママが働くと家計はどうな
る？ 

就労中、あるいは就労を考え中の女性、カップルに
向けて税金、保険、家計などお金の面から働き方とラ
イフプランを絡めて仕事への意欲を促す。 

2 53 

5 
仕事と介護の両立へ 今から
準備できること 

仕事と介護を両立するために正しい情報を入手し、
制度や介護サービスをきちんと活用できるよう準備
する 

2 61 

6 
いくつになっても魅力は消え
ない！ 

アンガーマネジメントと体幹トレーニングで魅
力 UP!! 

2 53 

7 子育て応援セミナー 
子どもの気持ちに寄り添う方法、こどもを見守る

心構えについて学ぶ 
2 27 

8 
離婚！後悔と誤算は少なめに
～知っておきたい法知識～ 

離婚の流れと法知識およびお金について学ぶ 2 76 

男性の意識改革と積極的支援 

9 女性に気持ちを伝えたいとき 
伝えるために大切な人の話を聴く力を身につけ、見た
目を左右する色について学ぶ 

2 30 

10 
おとな男子力～第一印象 UP 大作
戦～ 

第一印象をあげるための方法を自分の内面と外面か
ら探る 

2 27 

子ども・次世代への男女共同参画意識の醸成 

11 親子で楽しむわくわく理科実験 
小学生とその保護者を対象に万華鏡づくりを通じて、
理科に対して興味や関心を抱いてもらう。 

1 32 

地域における男女共同参画 

12 
日本語ボランティアコミュニ
ケーション＆スキルアップミ
セナー     

多様な学習者とのコミュニケーションとの取り方、日本語能
力検定試験の勉強法を学ぶ 

2 80 

13 LGBＴ当事者が語る 
LGBT 当事者から話を聞くことで自分の認識を振り返るきっか
けとしてもらう 

1 21 

14 
めざせ！「すぐ出せる」「パッ
と使える」防災備蓄のコツ 

何をどれくらいどうやって備えておけばいいのか。「自宅待
機」になったときの備蓄のコツを学ぶ 

1 35 

15 
子ども、高齢者を守りたい！ 
いざというときの防災力 

家族の防災力、要援護者の安全確認と避難の心構え、被災後
の心のケアについて学ぶ 

2 42 

16 
本が苦手でも気にしない！情
報・図書コーナーの本で直観
読みブックマーカー 

直観で選んだ本をパッと開いて目についたフレーズをたより
に自分の心情を探る 

1 13 

17 女性のための防災教室 
災害時に役立つ簡単でおいしい料理の作り方と女性の視点で
の防災・減災について学ぶ 

2 42 
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・らくがきで日頃気づいていない自分の気持ちや大切にしていることに気づいた。（おとな男子力）  

・先生方もやさしく、簡単に素敵なものができあがって親子共々満足です。万華鏡以外にストロー紙ト

ンボも作れて良かったです。（親子で楽しむわくわく理科実験） 

・勇気ある人生にエールを送りたいです。今後もいきいきとお過ごしください。陰ながら応援していま

す。（LGBT当事者が語る） 

・100均に行って教えていただいた商品を購入します。（防災備蓄のコツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

②コラボ型男女共同参画セミナー   

 セミナー名 趣旨・ねらい 回数 受講者数 

１ 

パパとママとみんなで♪ 

ふれ合いベビーヨガ＆マッ

サージとハンモック体験 

子育て中の保護者のリフレッシュと参加者交

流を促進する 5 45 

 

③ 就労支援関連機関との連携セミナー   

 セミナー名 趣旨・ねらい 回数 受講者数 

１ 
幸せに働くためにこれだけ

はゆずれない 

職業上の価値観を明確にし、それは言葉にでき

るようにする。 2 29 

２ 

自分で考えしっかり働くて

めに「知っておきたい仕事

のための基礎知識」 

仕事の種類と働き方によって変わる社会保障

について学ぶ。 2 55 

３ 
幸せに働くために“仕事＆

家計プラン” 

ライフステージに応じた働き方を通じて家計

管理のポイントを学ぶ。 2 26 

 

④ 地域出前セミナー 

地域における男女共同参画を推進するため、下記の 4区を担当区として出前セミナーを実施した。 

特に、西部館の担当区エリアは、大阪市の湾岸部に位置し、高い確率で発生することが想定されてい

る南海・東南海地震では、津波の影響を最も大きく受けるエリアである。 

セミナー講師には、認定防災士である西部館事業責任者が担当し、クレオの様々な機能の周知と合わ

せて、女性の視点での防災・減災の取組の重要性を訴えた。 

地域に出向くことにより、クレオを知ってもらうよい機会となった。 

 

 

女性に気持ちを伝えたい 直観読みブックマーカー 
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担当区 日程 テーマ 受講者数 

此花区 
11月 16日 子育て 20 

1月 24日 女性と防災・減災 11 

港区 
1月 30日 アンガーマネジメント 25 

3月 22日 女性と防災・減災 8 

大正区 
11月 30日 女性と防災・減災 46 

1月 22日 老いを生きる覚悟と備え 46 

西淀川区 
12月 19日 女性と防災・減災 13 

3月 11日 女性と防災・減災 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■セミナー実施状況 

  

 
事業

数 

実施 

回数 
定員数 

応募 

者数 

受講者数 のべ受講者数 

女性 男性 計 女性 男性 計 

男女共同参画 

セミナー 
17 30 429 646 339 128 467 542 176 718 

コラボ型 

セミナー 
1 5 50 84 27 18 45 27 18 45 

就労支援機関 

連携セミナー 
3 6 70 102 88 0 88 110 0 110 

地域出前 

セミナー 
8 8 210 201 161 27 188 161 27 188 

合計 29 49 759 1,033 615 173 788 840 221 1,061 

地域出前セミナー 女性と防災・減災 
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 ⑤インターンシップ事業 

大学生を対象に、インターンシップを受け入れ、仕事体験を通して自分自身と向き合い、

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た。 

施設運営事務・事業運営（ガールズパソコン補助）：大学生１名 

  

⑥地域・市民との連携・協働事業 

■こども文化センターとの連携事業の実施 

①日時：8 月 11 日（土）11:00～15:00 

＜ホール・ロビー＞ 満足度 89.5％ 

・夏休みおやこ de シネマ (クレオ大阪西主催) のべ 130 名 

・「女性と子どもが主役の防災ワークショップ 

（大阪市男女共同参画啓発事業）のべ 465 名 

＜多目的室＞ 

・こども広場 8 月（こども文化センター主催） 58 名 

 

 

 ②日時：11月 17日(土) 10:00～16:00      

＜クレオ大阪西諸室＞ 

・オータムフェスタ（クレオ大阪西主催） のべ 464名  満足度 96.5％ 

＜ホール＞ 

    ・こども劇場映画「モンスターズ・インク」（こども文化センター主催） 152 名 

 

   ③日時：12 月 23 日（日）10:00～16:00 

   ＜ロビー＞ クリスマスえほんのひろば（クレオ大阪西主催） 

   ＜ホール＞ 

・こども劇場「クリスマスえいがフェスタ(午前・午後)」（こども文化センター主催） 412 名 

     

  ■地域との連携事業の実施 

    ①日時：10月 1日（月）10:00～16:00 ※臨時開館日 

エンジョイ子育て ママパパ応援フェスタ のべ 154名 満足度 98.3％ 

     連携数 4団体 2個人 

 

    ②日時：10月 20日（土）10:30～15:00  

第７回この花健康・エコ・にぎわい通り（主催 ～この花 

健康・エコ・にぎわい通り～実行委員会）に出張イクメン

写真コンテストで参加 

  場所：森巣橋商店街  77名 

 

③此花区花苗育成支援事業への参加（年 2回） 

 

 

⑦日本語教室の実施 

在住外国人の方を対象に、日本語の読み書きなどを学べる場として、ボランティアグループによる

日本語教室を実施した。また、ボランティア支援として男女共同参画セミナーにおいて日本語ボラ

ンティアコミュニケーション＆スキルアップセミナーを実施した。12月には官房副長官視察の受け

入れを行った。 

出張イクメンコンテスト 

防災ワークショップ 
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・実施日：毎週水・土曜日   ・実施回数 94回 

・のべ参加者数：2,867名（学習者：1,660名  ボランティア：1,207名） 

 

⑧保育室開放デーの開催  

時期 保護者 子ども 

夏期 2 2 

冬期 0 0 

 

⑨一時保育事業 

事業数 利用者 

10 
保護者 こども 

36 38 

 

⑩手話通訳 

  実施なし 

 

 

 

（３）相談事業 

相談種別 内容 

女性のためのライフプラン相談 水曜日(月 1回)  14時～16時 

女性のための悩み相談（面談相談） 

※面談予約は中央館で実施 
木・金曜日  10時～16時 

 

 ①女性のためのライフプラン相談 

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）を相談室にて実施した。 

【相談件数】 

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

面接相談 2 2 1 2 1 1 1 2  1 2 2 2 19 

予約件数 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 35 

  マネー相談は教育費、生活費、貯蓄、住宅購入など、広範囲な相談内容だった。社会保険関連では、厚

生年金の相談が目立った。どちらの相談も 40代からの相談が大部分を占めた。 

 

 

 ②女性のための悩み相談 

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（面談相談）」

を相談室にて実施した。 

 

【相談件数】 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

面接相談 1 2 1 1 4 0 4 2 1 1 2 3 22 

予約件数 2 3 1 2 4 1 4 2 1 1 3 4 28 

 相談内容は夫婦、親子等家族に関するものが大多数だった。 
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（４）男女共同参画社会の形成に関する啓発について 

年間通じて、玄関入ってすぐの目立つところに、防災グッズの持ち出し品展示を行い、情報図書

コーナーでは、年間を通じてブックフェア「家族みんなの防災」を実施した。また、地域出前セミ

ナーでは防災士の資格を持つ職員が「女性と減災・防災」のセミナーを行うなど、西館の課題にあ

げている「地域の防災・減災における女性の参画」についての啓発を積極的に行った。 

 

①交流サロンの運営 

    クレオ大阪を拠点とし活動するグループ・団体・個人が、ネットワークを広げ、交流でき

る機会や場づくりを支援する事業として実施した。 

交流サロン利用者数 1,630名 

メールボックス登録団体数 17団体 

 

② 国や市の施策と合わせた啓発キャンペーン 

■男女共同参画週間記念事業 

  ・男女共同参画週間啓発ポスターの掲示 

   ・ブックフェアの開催 

 

   ■ピンクリボンキャンペーン事業の実施 

    ・大阪市乳がん検診にビデオ機器貸出協力 

   ・ピンクリボン啓発タペストリーの展示  

    

■パープルリボンキャンペーン事業の実施 

 11 月 13 日（火）～25 日(日) 

     ・「みんなでつくろうパープルリボン」実施  

       来館者に紫色の用紙にメッセージを書いてもらい、 

リボンの形に貼ってもらった 

     ・のぼりの設置 

 

■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 

 ・持ち出し品、段ボールトイレの展示   

 

③地域に効果的に届ける啓発の実施 

地域出前セミナー 「女性と防災・減災」ほか 4区 8回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち出し品の展示 
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（５）その他 

  地域のニーズに即して、様々な自主講座を実施した。 

また、財団基金を活用した働きづらさに悩むガールズのためのパソコン＆しごと準備講座は、生活困難を抱え

る層を対象に受講料無料で実施した。少人数制で 1人 1人に対し丁寧な対応ができた。1名が就業できた。 

 

①自主事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②働きづらさに悩むガールズのためのパソコン＆しごと準備講座 

生活面や経済面など、働きづらさを抱える 19 歳から 39 歳のシングル女性を対象に自立に向け

た講座を開催した。対象者は受講料の支払いが困難な層であるため、指定管理者代表者の財団

の「女性のためのチャレンジ応援基金活用事業」を活用し、受講料無料で実施した。 

その後、2 月になり追跡調査を実施。1 名就業を確認。 

・日時 8 月 7 日（火）～10 日（金）10:30～12:00／13:00～16:00 全 8 回  

・応募 3 名 ・受講 3 名 のべ受講者数 24 名 

 

③クッキングサロン 

クレオ西を活動拠点とする国際ボランティアグループ・クッキングサロンと共催実施。留学生

や日本在住の外国の方を講師に迎え、その国の料理を通して文化交流をはかった。 

・ギリシャの家庭料理 9 月 24 日（月）応募 27 名 参加 21 名 

・アラブの家庭料理  3 月 9 日（土）応募 22 名 参加 18 名 

 

④男女共同参画社会の形成に関する啓発 

■イクメン写真コンテスト及び作品展  

男性の育児参加促進を目的に、育児をしている男性「イクメン」の写真コンテストを実施した。 

作品を館内に展示し、来館者の投票により入賞作品を決定した。 

     応募期間：8 月 1 日（水）～9 月 30 日(日)  当館投票数：203 枚  

 

⑤臨時開館の実施 

    ・日時 10月 1日（月）10:00～16:00 

・内容 エンジョイ子育て ママパパ応援フェスタ 154名 

         ペーパークラフト 

赤ちゃんと楽しむ３B体操 

 おはなし広場 

 

 

 

 

講座名 
 

事業数 定員 
応募 

者数 

受講者数 のべ受講者数 

女 男 計 女 男 計 

女性の能力発揮・就業支援 

「英語づくしの英会話」他 
6 120 98 82 9 91 770 81 851 

こころとからだの健康支援

「からだスッキリ気功」他 
14 318 278 230 24 254 1,435 111 1,546 

合 計 20 438 376 312 33 345 2,205 192 2,397 

おはなし広場 
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こども文化センター 

受託事業 

区分 事業種別 事業名称 実施状況 参加実績など 

１ 

舞 

台 

芸 

術 

事 

業 

の 

提 

供 

みる 

(1)鑑賞事業 こども劇場  24公演 のべ 5260 

(2)学校等 
 団体鑑賞事業 

こども芸術劇場 
（年間 2期・計 10日：17公演）  

5小学校 
153園・所 

のべ 4561 

出てみる (3)発表事業 
こども文化フェスティバル  2日・16団体 のべ 1607 

こども演劇フェスティバル  2日・10団体 のべ 531 

やってみる 
(4)創造事業 
（こども教室） 

ブラスバンド教室 (通年実施) 計 21回 受講：21 

こどもミュージカル (2期実施)  計 32回 受講：43 

こども詩の会（通年実施） 計 12回 のべ 450 

親子でバルーンアート  2回 受講：22 

こども喜劇ワークショップ「笑い塾」 9回 受講：6 

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  
 

－ 

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 24回 のべ 150 

②ボランティア 
養 成 事 業 

バルーンアートはじめま専科   2回 受講：13 

レベルアップ講習（技術編） 7講座 8回 受講：27 

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：100 

(2) 

ボラン

ティア

による

鑑賞事

業、 

交流・

協働事

業 

①ボランティアに 
よる鑑賞事業 

こども広場  12回 のべ 451 

②学校における 
文化活動との協働 

大阪市中学校 
総合体育大会ダンスの部（春） 

1日 のべ 319 

大阪市中学校 
総合体育大会ダンスの部（秋） 

1日 のべ 330 

市立高校演劇祭 演劇の部 2日 のべ 418 

第 13 回フレンドシップコンサート 
（市立西高等学校吹奏楽部定期演奏会） 

1日 のべ 147 

③地域における 
文化活動との協働 

春のこども文化まつり  2日 のべ 710 

大阪市子ども会育成連合協議会 
鼓笛隊発表会 

1日 のべ 947 

ハピネスふれあい音楽祭 inこの花 1日 のべ 411 

大阪ジュニアバンド定期演奏会 1日 のべ 369 

ＯＳＡＫＡスマホサミット 1日 のべ 230 
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受託事業以外 

４ 
自主 
事業 

大阪市こども文化協会運営サポート 通年   － 

 

 

子どもの文化振興事業 

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、24回開催した。 

NO.     タ イ ト ル      （共催等） 開催日◆ 出演者 参加者 

1 
“赤ちゃんと一緒に”シリーズ       ＃ 
映画「チャギントン」 

4/12 Ａ （映画） 83 

2 映画「アニー」 4/22 Ｐ (映画) 197 

3 映画「となりのトトロ」 5/5 Ｐ (映画) 245 

4 
音楽「こどものためのコンサート ～うたのおねえ
さん、おにいさんといっしょに歌おう～」 
大阪市こども文化協会共催 

5/22 Ｐ 田中あつ子、他 208 

5 演劇「学校ウサギをつかまえろ」 6/9 Ｐ 劇団うりんこ 134 

6 
“赤ちゃんと一緒に”シリーズ       ＃ 
映画「リトル・アインシュタイン」 

7/13 Ａ (映画) 96 

7 
音楽「オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 
夏休みファミリーコンサート」【午前の部】 

7/22 Ａ 
オオサカ・シオン・ウインド・ 
オーケストラ・ソロイスツ 

467 

8 
音楽「オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 
夏休みファミリーコンサート」【午後の部】 

7/22 Ｐ 
オオサカ・シオン・ウインド・ 
オーケストラ・ソロイスツ 

414 

9 映画「ファインディング・ニモ」 8/4 Ａ (映画) 177 

10 映画「ベイブ」 9/9 Ｐ (映画) 177 

11 「テツマロさんのマジカルバルーンショー」 9/17 Ｐ テツマロ 161 

12 
“赤ちゃんと一緒に”シリーズ      ＃ 
映画「ｸﾚｲｱﾆﾒｾﾚｸｼｮﾝ ミッフィー／ピングー」 

10/11 Ａ (映画) 84 

13 
人形劇「うみぼうやとうみぼうず」「まねまねパピ

プ♪」 
10/21 Ｐ 人形劇団京芸 141 

14 音楽「スーパーキッズ・オーケストラ」【午前の部】 11/4 Ａ 
スーパーキッズ・ 
オーケストラ 

336 

15 音楽「スーパーキッズ・オーケストラ」【午後の部】 11/4 Ｐ 
スーパーキッズ・ 
オーケストラ 

273 

16 映画「モンスターズ・インク」 11/17 Ｐ (映画) 152 

17 
音楽「わだいこワクワクワンダフル！～舞太鼓あす
か組がやってくる～」 

11/25 Ｐ 舞太鼓あすか組 324 

18 
音楽「クリスマスコンサート～みんな知ってるクリ
スマスソングで楽しもう！～」 
大阪市こども文化協会共催 

12/16 Ｐ ぴぼった☆ゆーど 366 

19 
クリスマス★えいがフェスタ【午前の部】 
「ディズニーのウィンター・ワンダーランド」 

12/23 Ａ (映画) 243 
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20 
クリスマス★えいがフェスタ【午後の部】 
「わんわん物語」 

12/23 Ｐ (映画) 169 

21 音楽「アニマルコンチェルト」 1/6 Ｐ アニマルコンチェルト 286 

22 映画「トイ・ストーリー2」 1/27 Ｐ (映画) 247 

23 音楽「世界一の口笛ショー♪～震災を忘れない～」 3/10 Ａ レッド･ベコーズ 148 

24 映画「サウンド･オブ･ミュージック」 3/17 Ｐ (映画) 132 

＃：“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)    
※以上  合計 21日間開催、24公演、参加者数  5260名 

［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。 

 

   
スーパーキッズ・オーケストラ テツマロさんのマジカルバルーンショー わだいこワクワクワンダフル！ 

 

参加者アンケート 

 ・回答数 （おとな・こども）    1113（604・509） 

 ・こどもの年齢   回答数 637 

   2 歳以下……19.0％  3～4 歳……22.0％  5～6 歳……21.0％  7～8 歳……17.1％ 

   9～10 歳……9.6％  11 歳以上……8.6％  無回答……2.7％ 

 ・催し物について   回答数 596 

   大変よい……76.7％  よい……16.3％  ふつう……1.5％   

   あまりよくない……0.2％  よくない……0.3％  無回答……5.0％ 

 ・なにで知りましたか   回答数 663 

   チラシ……52.2％  各ホームページ……21.9％  各種広報誌……5.0％ 

   各種新聞……2.7％  友人・知人……13.9％  その他……1.2％  無回答……3.1％ 

 

参加者の声 

◆長時間もつかな？と思いましたが、最後まで、集中して、一生懸命見ていました。 

◆役者の表現力で見せてくれる演劇らしい舞台で、こどもに演劇の楽しさを知ってもらえたと思います。 

◆小さいこどもも楽しめる内容で、１時間があっという間でした。 

◆こども参加型でとても楽しかったです。 

◆普段、こどもを連れて音楽を聴けることがないので嬉しいです。 

◆いつも小さなこどもと一緒に参加できるのが凄く助かっています。親の気分転換にもなり、こどもも 

楽しめ、良い体験になって、本当にありがたいです。 

◆こどもに初めての映画を経験させたかったので、来て良かった。私自身も、こどもの頃とても好きな 

映画だったので。 

◆今日初めて映画デビューしました。こどもイベントということで安心してこられました。 

◆赤ちゃんと鑑賞できるというコンセプトはとてもありがたいです。 

◆たくさんの子ども達と一緒に声をあげて楽しめました。 
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（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 10日間（17公演）提供した。  

対象 開催日（公演回数） 演  目 （出演団体） 参加団体 参加者 

小 学 校 
6/7 A・6/8 AP 
（2 日間、計 3回） 

演劇「学校ウサギをつかまえろ」 
(劇団うりんこ) 

5校 612 

幼 稚 園 
保育所(園) 

10/16～19、23～26 各 AP
（17・25は Aのみ） 
（8 日間、計 14回） 

人形劇「うみぼうやとうみぼうず」 
「まねまねパピプ♪」 
(人形劇団京芸） 

153園・所 3949 

＊以上  合計 10日間開催  17公演  参加合計 158団体、4561名 

 

   

小学校対象「学校ウサギをつかまえろ」 開演を待つ客席の子ども達 幼・保対象「まねまねパピプ♪」 

 

 

参加校園の声 

◆実際にセットとして登場しないものの存在も、だんだん理解し、見えないものも見えてきたようでした。

舞台からの問いかけに一人一人が答え、とても良い表情で見ていました。 

◆子ども達は満面の笑顔でした。午後からの集中力のなくなる時間に喜び集中しているこどもの様子を見

て、園でも取り組み方を考えたいと思いました。仲間の大切さも知ってくれたことと思います。 

◆こどもにも分かりやすい話の内容で、初めて人形劇を見る子もいましたが、集中して見ていました。 

◆セリフが少ない分、子ども達が色々考えて、想像が広がる楽しみを持ったり、登場する役を自分に重ね

ている子や、「皆で力を合わせれば助けることができるね」など、人との絆も感じている子もいました。 

 

 

 

（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。 

事業名 開催日 出演団体 参加者 

大阪市こども文化フェスティバル 8/25・26 
一般公募団体：13 
こども文化センター：3(ミュージカル教室A・B、こども詩の会) 

1607 

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） 

2/16・17 
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：2(ミュージカル教室②・笑い塾) 

531 

＊以上  合計 2事業（計 4 日間）開催               出演：計 26団体、2,138名 

 

出演団体の声 

◆出演が決まってから子ども達の集中力が増し、とても積極的になりました。 

◆初めて出演した子ども達も保護者もとても喜んでくれました。ステージで踊れる機会がなかなかないの

で参加することができ、とても嬉しく思います。 

◆本格的な舞台・照明・音響・司会などで子ども達には良い経験です。 
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出演した子ども達から 

◆しっぱいしたけど、楽しかったです。 

◆初めて大きいぶたいにたったから、楽しかったです。 

 

来場者の声 

◆子ども達に表現の機会を提供してもらって良かったです。 

◆どの団体の方々も一生懸命練習を頑張ったんだなあというのが伝わって来ました。皆さん楽しそうにし

ていたので、こちらまで楽しい気持ちになりました。 

 

 

 

（４）創造事業 「こども教室」  

子ども達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、6教室開催した。 

教室名 開催日（実施回数） 講師等 受講生 のべ出席者 

ブラスバンド教室 
（共催：大阪市こども文化協会） 

5/26～3/2（21回） 
鎮守の杜音楽祭・ハピネスふれあい音楽
祭 inこの花・春のこども文化まつり発表会 

田中めぐみ 他 21 429 

ミュージカル教室① 
7/15～8/26（16回） 
大阪市こども文化フェスティバル発表 

羽根博司 25 393 

ミュージカル教室② 
10/6～3/3（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発表会 

羽根博司 18 268 

親子でバルーンアート 7/25・8/1（2回） テツマロ 22 22 

こども詩の会 4/21～3/23（12回） 橋本正勝 他   － 450 

こども喜劇ワークショッ

プ「笑い塾」 

11/18～3/17(9回) 

大阪市こども演劇フェスティバル 
砂川一茂    6 74 

＊以上  合計 6教室（のべ 76回）開催                  受講者数   92   1,636 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

   

ブラスバンド教室 ミュージカル教室 こども詩の会 

  

 

親子でバルーンアート こども喜劇ワークショップ「笑い塾」  

 

 

参加者の声 

◆合奏がとても楽しかった。舞台に出るのも、なんか凄い人になれた感じでおもしろかった。 

◆友達がたくさんできて、色んな人から「声が大きくなって聞きやすい。」と言われた。やってよかったで

す。 

◆かんたん～少し難しい作品作りがよかったです。 

 

 

２．情報収集・提供と相談事業 

（１）情報収集・提供事業 

  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。 
  

 （２）相談事業 

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

用し、来館者や電話での施設・団体・事業に関する相談に応じた。 
 

 （３）広報宣伝活動 

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区内小学校全児童への配布を学校の協力を得て実施など、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１階図書レフ

ァレンス横壁面に掲示している。見てもらえる工夫として、子ども達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

見た子ども達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。 
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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。平成２８年度には、やさしい日本語ページに当センターの案内を写真付きで紹介したこ

とにより、来館動機の一助となっていることが伺える。 

また、財団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。平成２８年度からは共同事業体のメリットを活かし、子育て

館での配架チラシ数を増量して設置。 

平成３０年度は、当センター開設４０年であったことらから、各種事業チラシに４０周年のロゴ

を掲載するなど、年間を通して事業全般にアニバーサリー感を持たし、市民の方々の興味をそそる

工夫を行った。 

また、記念事業として国際的に活躍する指揮者佐渡裕氏が創設・指導し、国内外でも評価の高い

「スーパーキッズ・オーケストラ」を招聘し、オーディションで選ばれた小学生から高校生のメン

バーが奏でるハイレベルな演奏を多くの子ども達やその保護者に聴いていただけたことで、子ども

達の情操に寄与する当センターに相応しく、参加者・出演者ともに大変満足いく催しとなった。 

 

 

  ① 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。 

  ② 市政・区政だより、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。 

  ③ 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。 

  ④ 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 5,000 部発行し、広く市民に配布した。 

 

 

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 

  活動内容は、「こども劇場」をはじ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。（実施：21日） 

スタッフボランティア登録者数 
活動回数 

（劇場+文化フェスティバル） 
のべ参加人数 

 

21人（うち学生：2人） 24回 150 
 

 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。 

事業名 開催日（実施回数） 対象 講師 受講者(人) のべ出席者 

レベルアップ講習会 12/21～3/14（8回） 
既  存 
7グループ 

プロ劇団（人形劇
団クラルテ、他）
の指導者計6名 

27 27 

バルーンアートはじめま専科 11/14・21（2回） 大人 テツマロ 13 26 

＊以上  計 2事業（10回）開催                     受講者：40    53 
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スタッフボランティアの活動 レベルアップ講習会 

 

 

 

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。 

事業名 開催日（実施回数） 共催、講師等 受講者 のべ出席者 

高校生のための 
照明技術講習会 

12/26、1/12 
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 

100 200 

 

（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 プ  ロ  グ  ラ  ム 出演グループ名等 参加者 

4 15 Ａ 手遊び、お話、人形劇 グループ ケロちゃん 52 

5 13 Ａ 音楽人形劇、人形劇、ペープサート 人形げきグループ あんころもち 21 

6 2 Ａ 腹話術、人形劇、紙芝居  さっちゃん 40 

7 8 Ａ 絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作  おはなしひろば淀川 29 

8 11 Ａ 人形劇とパネルシアター、人形劇  お話サークル くまの子 58 

9 1 Ａ 人形劇、音楽人形劇、ミニ工作  人形劇サークル ぽっぽ 31 

10 7 Ａ ピアノデュオ、歌 さくらんぼ 27 

11 10 Ａ 
パネルシアター、人形劇、お絵かきコーナ

ー  
人形劇とおはなしのふぅ～ 32 

12 2 Ａ 
腹話術、パネルシアター、エプロンシアタ

ー、人形劇  
人形劇グループ ポレポレマカロン 33 

1 19 Ａ 大型絵本、人形劇、音楽劇 ぐるーぷ ぬ！  69 

2 9 Ａ 腹話術、マジック、ハンドベル体験 だるま座 23 

3 21 Ｐ 大型紙芝居、手品、ダンス  みおつくし会 36 

＊以上 計 12回         出演ボランティアグループ（12団体）       参加者数：451 
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「こども広場」上演中の様子（2枚とも） 

 

参加者アンケート 

・回答数       84 

・こどもの年齢   回答数  124 

  0～3歳未満……45.2％  3～5歳未満……34.7％  5歳以上……20.1％ 

・催し物について   回答数  83 

  大変良かった……67.5％  よい……24.1％  ふつう……7.2％ 

  あまりよくない……1.2％  よくない……0％ 

・なにで知りましたか   回答数  91 

  チラシ……60.4％  各ホームページ……33.0％  各種広報誌……1.1％ 

  各種新聞……0％  友人・知人……2.2％  その他……3.3％ 

 

参加者の声 

◆人形劇がすごく良かったです。動きや音楽や声の掛け合いがすごく上手で楽しませていただきました。 

◆手作り感があふれていて良いですね。カエルのやりとりが身近で我が子を見ているようでした。 

◆5歳の子にちょうど良かったです。 

 

②学校における文化活動との協働 

大阪市中学校及び高等学校との協働事業を実施した。 

月 開催日 事業名称 共催先団体名称 参加者 

6 3  
大阪市中学校 
総合体育大会ダンスの部（春） 

築港中学校他 6校 319 

9 23  
大阪市中学校 
総合体育大会ダンスの部（秋） 

四天王寺中学校他 6校 330 

2 23  大阪市立高校芸術祭 演劇の部 大阪市立鶴見商業高校他 7校 418 

3 30  
第 13回フレンドシップコンサート 

（大阪市立西高等学校吹奏楽部定期演奏会） 
大阪市立西高等学校他 3校 147 

                                                                               参加者数：1,214 

  ③地域における文化活動との協働事業 

 此花区ハピネスふれあい音楽祭実行委員会と連携し事業を実施。 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。 

 市民との協働により、次の事業を実施した。 
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事業名 開催日 ホール 出演者 参加者 

大阪ジュニアバンド 4/15 第 38回定期演奏会 大阪ジュニアバンド 369 

大阪市子ども会育成連合
協議会鼓笛隊発表会 

11/11 鼓笛隊発表会 
市内各区の子ども会育成連
合協議会鼓笛隊 

947 

ハピネスふれあい音楽祭
inこの花 

11/24 コンサート 
ブラスバンド教室･春日出中学校
吹奏楽部･大阪府立市岡高校 OB・
OGバンド 

411 

OSAKAスマホサミット 12/2 
スマホについての研究発表
会 

大阪府下の小・中・高等学校 230 

春のこども文化まつり 
（主催：大阪市こども文化協会） 

3/2 

・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） 

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 
・紙芝居、絵本、腹話術 
・パネルシアター 

399 

3/3 
・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 2本。 
・ワークショップ 
・紙芝居、絵本、腹話術等 

311 

＊以上 1事業（2日間） 開催・協働ボランティアグループ 15団体 

参加者数  2,667 

 

 
                 春のこども文化まつり 

 

  ○そのほか、クレオ大阪西館と連携し、年齢制限を設けた「こども劇場」（有料公演）において「一

時保育」を実施。（保育児のべ１２名に対し、保育ボランティアのべ１４名が参加）   

○また、此花区行政連絡調整会議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。 
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４． 経費等収支の状況 

 

（１）収入 

   指定管理代行業務料  109,335,686 円 

 

（２）支出 

   指定管理業務代行料  105,007,339 円 

   【内訳】 

人件費 65,165,848円 

事務費 1,384,000円 

施設の管理運営費 25,696,007円 

男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 3,738,318円 

(内訳)情報収集及び提供事業 1,130,467円 

   講演会、講習会、研修会等の開催 2,149,533円 

   相談事業 226,542円 

   啓発 231,776円 

こども文化の形成の寄与に関する業務 10,699,065円 

(内訳)舞台芸術事業 8,266,355円 

   情報発信事業 1,580,374円 

   人材養成等 852,336円 

その他 4,921,899円 

(内訳)共通管理費 4,921,899円 

参加費収入を充当 -6,597,798円 

 

５ その他 

 （１）サービス向上・利用者からの苦情・意見・要望等への対応状況 

  ・ご意見箱やご意見メールの活用、利用対象者ごとのアンケートの実施、抽選会参加者アンケー

ト等による利用者のニーズ把握 

 

 （２）管理経費縮減への取組み状況 

  ・省エネルギーの推進に努め、光熱水費の縮減を図った。 

  ・設備維持管理業務について、施設運営と保守業務の専門性を持つ事業体構成員の強みを活かし

て、緊急度・重要度の高い維持補修など、効果的で効率的な維持管理を行った。 

 

（３）個人情報保護への取組み状況 

 ・プライバシーポリシー及び情報セキュリティ対策基準の運用など、情報管理体制の強化に努め

た。 
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（４）主催研修・訓練等実績 

・施設の管理運営に関する基礎研修 

      「消防訓練」等 

・課題別研修 

      「男女共同参画研修」「防災講座」「終活勉強会」 

      「職員の人材育成研修（ストーリーで学ぶビジネスリーダー(全体編)）」 

      「第 9回実演芸術連携フォーラム」等 

・人権研修 

      「ハラスメント研修」 

      「人権問題と大阪市の取り組み」 

     ・コンプライアンス研修 

      「個人情報保護」 

 

（５）環境への取組み 

・館内ごみ箱の撤去、リサイクル資源の回収ボックスの設置、省エネルギーの推進等 

・採光の有効利用による消灯の拡大、ＬＥＤ照明の導入 

 


