
 

平成２９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 大阪市立愛光会館 

②指定管理者名 公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会 

③評価対象期間 平成29年４月１日 ～ 平成30年３月31日 

④指定期間 平成28年４月１日 ～ 平成33年３月31日 

⑤所管課・担当 こども青少年局子育て支援部こども家庭課 

（電話：06－6208－8034） 

 管理運営業務等の概要 

①業務概要 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定された「母子・父子福祉センタ

ー」である愛光会館を管理運営し、生活相談や法律相談、講習会、講

演会等を行うとともに、就業相談、就業支援講習会の開催、求人情報

の提供、無料での職業紹介など母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に

対する就業支援事業を実施している。 

②利用状況の概要 

施設利用者数：9,795人 

施設利用内訳 

① 相談事業： 3,102人 

（生活一般：46件 児童：11件 生活援助：67件  

就労相談：2,630件 その他：299件 法律相談：49件） 

② 講習事業：2,718人 

③ 各種育成事業：945人 

④ 貸  室：3,030人 

いずれも使用料無料 

③施設の設置目的・目標

（成果指標） 

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の経済的自立を助長し、そ

の福祉を増進するとともに、その扶養する児童の健全な育成に資する

ことを目的とする 

 

◎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） 

【管理運営方針】 

大阪市のひとり親家庭等福祉施策の拠点施設として、母子家庭の母及

び父子家庭の父並びに寡婦の経済的自立を助長し、その福祉を増進す

るとともに、その養育する児童の健全な育成に資することを目的とし

た管理運営を行う。  

【職員配置状況】 

採用にあたっては、「ひとり親家庭等就業・自立支援センター」「ハロ

ーワーク」を通じて公募。可能な限りひとり親家庭の母等並びに寡婦

を優先している。 

事務局長1  管理部長1  庶務担当係長1  事業担当係長1 

ひとり親家庭等就業・自立支援センター所長1 

その他職員2  臨時職員等(相談員・促進員等)11 

【維持管理に関する事項】 

建築基準法に基づく建築物・建築設備の定期点検、消防用設備

点検、自家用電気設備点検など、協定に基づき実施した。 



 

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） 

【会館の管理運営】  

 ひとり親家庭等福祉施策の拠点施設として相談事業、講習会事業等

を実施するとともに、施設の適切な管理に努めた。また、「大阪市立愛

光会館運営委員会」を設置し、外部有識者の意見・助言を取り入れて

運営した。 

 

【講演会、講習会その他教養講座の開催】 

 ひとり親家庭等の福祉の増進と子の健全育成を図るため、各種の交

流事業を当事者の企画を加えて実施。また、各種研修会、教養講座を

開催した。 

 さらに、ピアカウンセリングの機能を活かしたひとり親家庭等福祉

相談所の運営及び相談所員の研修に努めた。 

 また、ひとり親家庭等に関する制度の紹介と利用のための手引書

「ひとり親家庭等サポートブック」を大阪市と協力して40,000部作成

し、区役所等関係機関に配布した。 

 情報発信については「ひとり親家庭・寡婦福祉ニュース“ＯＨＡＮ

Ａ”」を年３回発行して各事業や取組みの紹介を行うとともに、区民ま

つりにおいて愛光会館のリーフレットを配布するなど、会館と各種事

業の周知啓発に努めた。 

 

【ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業】 

 ひとり親家庭の母等並びに寡婦からの就業等に関する相談に応じて

必要なカウンセリングを行うとともに、就業情報の提供、職業紹介の

実施、就業支援講習会の実施等一貫した就業支援サービスの提供と、

養育費の相談などの生活支援サービスを提供するため、次の事業を実

施した。  

①就業促進事業 

就業支援員による雇用企業の開拓・情報提供。 

②就業相談・職業紹介事業 

就業相談員によるカウンセリング、職業紹介、求人情報提供、ホーム

ページからの求人情報web検索の実施。 

③就職準備・離転職セミナー事業 

就業・転職に関する不安解消のためのセミナーや、無料での履歴書用

写真撮影サービスの実施。 

④就業支援講習会事業 

就業に有利な知識・技能を身につけるため、パソコン・簿記・介護職

員初任者研修等の就業支援講習会を開催するとともに、幼児同伴でも

安心して講習に参加できるよう、講習中の託児サービスも行った。 

また、平成29年度は、「調理師受験対策コース」を再開し、他の講座に

ついても土曜日コースを増設するとともに特に人気の高いパソコン講

座（Excel・Word編）と調剤事務講座を追加実施するなど、資格取得で

きる機会を増やして自立に向けた支援を行った。 

⑤就業支援バンク事業 

雇用条件を登録し、希望に応じた求人情報を適宜提供。 

⑥特別相談事業 

養育費、相続等に関する弁護士による専門的な相談（昼間・夜間の月2

回実施）。 



 

⑦在宅就業推進事業 

在宅就業に関するセミナーの開催や、在宅就業開始のための仕事の受

注契約等、基本的なノウハウの提供等を実施。  

 

【受託事業】 

 指定管理業務以外に、本市受託事業として、母子・父子・寡婦家庭

に保育や家事介護などの支援を行う家庭生活支援員を派遣する「ひと

り親家庭等日常生活支援事業」、産後間もない援助者のいない母親の育

児を支援するなどの「エンゼルサポーター派遣事業」を実施した。 

 

【自主事業】 

 法人独自の事業として、教養講座、交流事業を開催するとともに、

会報「葦のうた」の発行や奨学資金の給付、早川福祉会館での清掃業

務等委託業務への役務の提供、公共施設での売店等の設置・運営事業

などを行った。 
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・ＮＰＯとの協働状況等） 

各区保健福祉センター、ひとり親家庭サポーター、ハローワーク、地

域就労支援センター等の支援機関と日常的に連携。また、他都市が設

置する同種施設との情報交換を行っている。その他、様々な福祉・環

境・消費者関係団体、地域団体等の構成員・役員として当事者団体の

立場で参画した。 

２ 市費の縮減効果（収支状況） 

①収入・支出状況 

愛光会館管理運営 

収入：人件費         53,255,000 円  

   会館運営費         7,126,000 円 

   会館事業費        10,992,000 円 

   センター事業費      34,090,000 円 

   計            105,463,000 円 

支出：人件費          45,039,005 円  

   会館運営費        9,004,012 円 

   会館事業費        11,911,189 円 

   センター事業費      30,870,010 円 

   計             96,824,216 円 

②市費縮減に係る取組み状

況 

電気使用料のデマンド監視を活用しながら、不要な照明設備の消灯や

空調の適切な温度設定、こまめな冷暖房停止、また両面コピーの徹底

や可能な限りのペーパーレス化を行って経費の縮減に努めた。 

３ 社会的責任・市の施策との整合等 

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

関する取り組み等の実施状況 

【独自の取り組み】 

 各区母と子の共励会での活動に加え、情報紙の発行などによりひと

り親家庭への理解を呼びかけるなど、広く啓発に努めた。 

 

【個人情報の取り扱い】 

 平成17年4月に制定した「個人情報保護に関する方針」「個人情報保

護規程」に基づき個人情報の管理を行うとともに、各事業についても

「個人情報取扱概要説明書」を作成し個人情報の適正管理を徹底して

いる。 

 職員には、個人情報の重要性を認識させ、適切に管理運用するよう

周知徹底を図っている。 



 

 

【苦情解決について】 

 利用者からの苦情には直接、または電話等により対応するほか、必

要に応じて共励会役員を含む「苦情処理委員会」を開催して対応して

いる。 

４ その他（点検等における要改善項目の対応状況、その他特筆すべき事項等） 

① 評価項目概要 なし 

②上記についての成果や望

まれる対応等 

なし 

 

 

◎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 

就業支援、子育て・生活支援、養育費確保に向けた支援な

ど、ひとり親家庭に対する総合的な支援を一体的に進めてお

り、施設の設置目的の達成に寄与している。 

また、事業の満足度や施設に対する意見を、施設の整備や各

事業の改善に取り入れるなど、サービスの向上に努めている点

は評価できる。 

A 

②市費の縮減効果に対する

評価 

事業の効率化により、事業経費の縮減に取り組んでおり、評

価できる。 
B 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

ひとり親家庭が抱える困難な現状について認識が深く、事業

実施においては、ひとり親家庭に対するきめ細かな配慮が図ら

れている。 

 また、各区保健福祉センターや地域団体との連携や、団体独

自の広報紙の発行を通じて、広くひとり親家庭への理解を呼び

かけている点については評価できる。 

B 

④総合評価 

当事者団体としての特性を活かし、おおむね小学校下に配置

したひとり親家庭等福祉相談所のピアカウンセリング機能を活

かしたきめ細かな事業展開など、愛光会館のひとり親家庭・寡

婦福祉施策の拠点施設としての機能向上に努めている姿勢は評

価できる。 

また、ひとり親家庭を取り巻く雇用状況が依然として厳しい

ものの景気改善の動向と相まって、ひとり親家庭等就業・自立

支援センターの就業相談件数は若干減少するが、就職率は増加

しており、事業の成果を上げている。施設の設置目的を達成し

ていると評価できるし、利用者に分かりやすい広報物を作成し

広報周知に努めるなど、状況を踏まえて業務改善していること

が評価できる。今後も、さらなる事業内容の充実を図られた

い。 

A 

２ 外部専門家等の意見 

利用者に分かりやすい広報物を作成するなど、ひとり親家庭への積極的で丁寧な広報周知を図る取り

組みをされていること、また養育費の重要性を啓発するために、養育費相談支援センターと共催して指

定管理施設でセミナーを開催したこと等、特に評価できると考える。 

 講習会について、利用者アンケート等を分析し、自発的に内容を工夫してくれているが、今後は父子

家庭の就職や転職が有利になるような講習の内容も検討してほしい。 

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 

就業支援、子育て・生活支援、養育費確保に向けた支援な

ど、ひとり親家庭に対する総合的な支援を一体的に進めてお

り、施設の設置目的の達成に寄与している。 

また、事業の満足度や施設に対する意見を、施設の整備や各

事業の改善に取り入れるなど、サービスの向上に努めている点

は評価できる。 

A 

②市費の縮減効果に対する

評価 

事業の効率化により、事業経費の縮減に取り組んでおり、評

価できる。 
B 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

ひとり親家庭が抱える困難な現状について認識が深く、事業

実施においては、ひとり親家庭に対するきめ細かな配慮が図ら

れている。 

 また、各区保健福祉センターや地域団体との連携や、団体独

自の広報紙の発行を通じて、広くひとり親家庭への理解を呼び

かけている点については評価できる。 

B 

④総合評価 

当事者団体としての特性を活かし、おおむね小学校下に配置

したひとり親家庭等福祉相談所のピアカウンセリング機能を活

かしたきめ細かな事業展開など、愛光会館のひとり親家庭・寡

婦福祉施策の拠点施設としての機能向上に努めている姿勢は評

価できる。 

また、ひとり親家庭を取り巻く雇用状況が依然として厳しい

ものの景気改善の動向と相まって、ひとり親家庭等就業・自立

支援センターの就業相談件数は若干減少するが、就職率は増加

しており、事業の成果を上げている。施設の設置目的を達成し

ていると評価できるし、利用者に分かりやすい広報物を作成し

広報周知に努めるなど、状況を踏まえて業務改善していること

が評価できる。今後も、さらなる事業内容の充実を図られた

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 

 

※ 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４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 

評価の基準 


