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平成３０年度 大阪市立男女共同参画センター中央館 事業報告 

指定管理者 

団体名 大阪市男女共同参画推進事業体 

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：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２７年４月１日～令和２年３月３１日 

 
施設概要 

施設名 大阪市立男女共同参画センター中央館（クレオ大阪中央） 

所在地 大阪市天王寺区上汐５丁目６番２５号 

施設規模 構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

規  模：地下３階地上４階建塔屋付 

建築面積：1,777.90㎡  

延床面積：7,667.76㎡ 

主な施設 地下３階 駐車場 

地下２階・地下１階 ホール、舞台、控室 

１階 ホール（バルコニー席）、相談室 

２階 保育室、事務室 

３階 会議室、研修室、和室、交流サロン、情報・図書コーナー、研究室、 

展示ギャラリー 

４階 クラフト調理室、セミナーホール、音楽室（多目的室） 

 

１．指定管理業務の実施状況 

（１）施設の管理運営 

  大阪市立男女共同参画センターの設置目的、「大阪市男女共同参画基本計画(第２次大阪市男女きらめ

き計画)」(以下「基本計画」という。)に基づき、男女共同参画という施策目的の実現を図る施設として、

大阪市立男女共同参画センター中央館の施設運営方針を定め、その目的達成に向けた事業を行った。 

  平成 31年 3月 11日～25日まで３階空調機の更新工事により空調機が使用不可であったため代替暖房

器具・ひざかけの貸出を実施しながら供用を継続した。 

 

（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及び収納事務 

  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 

  ⑥関係機関、利用者等との会議等 
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２．利用状況  

（１）年間利用状況 

   年間開館日数 306日（臨時開館を除く） 

利用率（％） 利用者数(人) 使用料収入(円) 

69.2 433,065 60,561,380 

   ・平成 31年 2月 1日からホール使用申込手続が変更となり、利用者の利便性が向上した。 

   ・ホールの利用率は 57.7％と平成 27年度からの指定管理期間中で最低となった。平成 29年 8月 

～平成 30年 2月のホール吊天井工事及び毎日抽選による連続使用の減少が大きく影響した。 

    （平成 27年度：69.8％ 平成 28年度：64.5％ 平成 29年度：69.8％） 

   ・諸室の利用率は前年度をわずかに上回った。 

 

（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 

                                         （単位：％） 

内容 大変満足 概ね満足 満足度 やや不満 大変不満 不満足度 

窓口スタッフの対応 

(n=3,514) 
68.6 30.8 99.4 0.5 0.1 0.6 

施設・設備 

(n=3,514) 
64.2 34.3 98.5 1.4 0.1 1.5 

  【自由記述欄の主な記載内容】 

   ・和室が広くて気に入っているが、広すぎてもったいない。 

   ・時間単位で借りられるともっと利用しやすい。 

   ・FAXで本予約ができるとよい。もしくは仮予約から本予約の期間をのばしてほしい。 

   ・FAXや WEBで申込み、振込で予約完了としてほしい。 

   ・１ヶ月過ぎてキャンセルできないのは仕方ないが、日程の変更をしてもらってもよいのでは。 

   ・いつも笑顔で対応くださりほっとします。 

 

 ②施設利用者懇談会・アンケートの実施 

  【実施期間】平成 31年 1月 4 日～2月 28日 

【対  象】施設抽選会参加者 

【回 収 数】51件 

【実施結果】 

 ・８割以上の回答者が、クレオ大阪を「男女共同参画社会の実現をめざす」ための拠点施設と認

識している。 

   ・５割超の回答者は、講座・セミナーや情報図書コーナーの利用実績がある。 

･ 約７割の回答者はＨＰを見たことがあり、閲覧者の５割超が貸室に関する情報を得ているが、 

講座・セミナー等の情報を得ているとの回答も約１割あった。ホームページ自体は「大変わかり

やすい」「わかりやすい」という意見が約６割であった。 

    ・諸室の抽選方法について、月に複数回利用する団体からは、ホールと同様に月 1回の抽選会と

してほしいとの要望があった。 

 

③５館連絡調整会議の開催(平成 30年 10月 26日(金) 15：00～16：00) 

クレオ大阪５館で共通して実施する事業に関する意見交換等を行った。 

   <主な意見> ・コラボ型セミナーの募集時からの連携 

         ・地域出前セミナーのテーマ設定の見直し検討 

         ・児童虐待防止の啓発パネル作成と展示 
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④クレオ大阪中央運営委員会の開催 

全市的な取組みを担う基幹的センターかつ地域拠点であるサテライト館として、幅広く意見や助 

言を求めることを目的に開催した。 

【運営委員】 

氏名 所属等 

竹村 登茂子 【座長】読売新聞編集委員 

上田 実千代 中小企業診断士、有限会社オフィスウエダ 代表取締役 

田中 邦子 エコスペースゆう 代表 

朴木 佳緒留 神戸大学名誉教授、京都教育大学監事 

渡辺 和香 ＮＰＯ法人女性と子育て支援グループ pokkapoka代表 

中谷 広美 大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長 

森 亮一 大阪市市民局ダイバーシティ推進室女性活躍促進担当課長 

・第 1 回運営委員会 

<日  程> 平成 30 年 10月 12日(金) 10：00～12：00 

<主な意見> ・「相談事業について」「平成 29 年度大阪市施設管理評価シート」等についての助言

をいただいた。 

・第２回運営委員会 

<日  程> 平成 31年 2月 20日(水) 14：00～16：00 

<主な意見> ・「セミナー受講者について」「調査研究」「外国人対応(日本語教育)」等についての

助言等をいただいた。 

 

 

３．実施事業 

（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 

   ア 情報提供ネットワークシステム・ホームページの運営 

クレオ大阪の他の 4 館と連携し、ホームページの運営を行った。クレオ大阪の事業や男女共同

参画に関する施策の最新情報の他、調査研究報告や啓発資料、情報誌の Web 版など、学習や啓発

効果を高める情報発信を行った。 

     また、スタッフブログや、フェイスブックを活用し、事業案内や事業報告など、迅速性を有す

る有益な情報を、随時配信・提供した。 

 

   イ 女性のチャレンジ応援サイトの運営 

女性が様々な分野にチャレンジする際に役立つ情報として、起業・学

習・研究、市民活動、仕事と家庭の両立、関連施設等に関する情報を提供

した。 

 

ウ 情報・図書コーナーの運営 

  毎月の新着図書の案内の他、読後の感想共有コーナー「こんな本よんだ

よ」を設置し、本への関心を高めていただく工夫をした。 

また、館ニュースの発行、一時保育つき読書タイム「本を読む日」の開

催、「本でつながろう！ビブリオバトル入門（年２回）」の実施等により、利用者の

すそ野を広げる取り組みを行った。 
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市民や企業、団体等からの問合せや要望に応じ、パワハラ・マタハラ・セクハラ防止、ワーク・

ライフ・バランス、メンタルヘルスに関する啓発冊子や啓発ＤＶＤを提供した。 

（企業 1件、学校 3件、団体 3件、貸出期間 3週間） 

その他、夫からの暴力など、生活上の困難を抱えた女性やその子どもの支援を目的とした施設 

に対して図書の貸出を実施した。 

 

貸出時間 午前 9時 30分～午後 9時 30分（年間開室日数：301日） 

休 室 日 
休館日：月曜日、祝休日の翌日(休日の場合は開館)、年末年始(12月 29日～1月 3

日)、特別整理期間(9月 4日～8 日) 

 

① 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／インターネット) 

595人 7,693人 24,104冊 125件 362件 2,182冊／5,800冊 

 

② 収集資料数 

内容 収集数 総数 

図書 443点 35,393点 

ビデオ 9点 634点 

行政資料 108点 10,228点 

ミニコミ誌／商業雑誌 27誌／16誌 

 

③ブックフェアの実施 

主催事業や時事に対応したさまざまなテーマで、ブックフェアを実施し、利用促進を図った。 

セミナー・事業関連 

カフェ開業チャレンジ、パパの絵本読み聞かせ、生涯未婚時代を生き

る、ビブリオバトル入門～大人向けの絵本の楽しみ方～、女性チャレ

ンジ応援拠点 もっと知りたい！韓国・朝鮮 等 

時事・特別テーマ 

子どもの貧困、本屋大賞、かこさとしさんを偲ぶ、リケジョ応援、男

女共同参画週間、防災減災、つぼみ文庫、児童虐待、女性活躍促進、

ピンクリボン、男たちの#Me Too、上町・天王寺特集、スタッフ＆利用

者おすすめ本、LGBT 等 

 

④館ニュースの発行 

     施設運営・事業運営に関することを発信する広報媒体として、「クレオ・ニュース」を発行した。 

     毎月 1,000部発行 

 

⑤「一時保育つき読書タイム～本を読む日～」の実施 

実施回数 参加保護者数 参加子ども数 

12回 87 人 90人 

  

⑥「女性チャレンジ応援拠点」への協力（情報提供） 

情報・図書コーナー内に女性チャレンジ応援拠点コーナーを設け積極的に周知した。また、

女性チャレンジ応援拠点でも、利用者向けに３階の情報・図書コーナーを案内してもらい、役

立つ本、最新の本や新聞記事などを情報提供し、相互の利用促進を図った。 
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（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 

   ア 男女共同参画セミナー 

男女共同参画社会の実現に向けて、「女性の活躍」など様々なテーマを、体系的に実施した。また、 

市民・ＮＰＯ団体等との協働（コラボレーション）による「コラボ型男女共同参画セミナー」や、

地域に出向く「地域出前セミナー」を実施した。 

   「女性の活躍促進」に向けては、「トライセクターリーダーシップセミナー」を実施し、行政・企業・

非営利の垣根を越えて課題解決に取り組む女性リーダーのネットワークつくりにもつなげることができた。 

     また、企業向けには、「パワハラ×働き方改革対策セミナー」を、地域の企業・団体の協力により「上本町

ＳＤＧｓ大学」を実施することでＳＤＧｓをともに学び、地域への広がりを図るなどの新たな取り組みを行った。 

   受講者満足度 ： 98.2％ 

 

№ セミナー名 趣旨・ねらい 回数 
受講者数 

(人) 

① 女性の活躍促進   

1 

お仕事女子の放課後サロン 

番外編（第 47回） 

成功をつかむためのノート術 

２０・３０代の働く女性を対象に気軽に情報交換・ネ

ットワーク形成を行える場を提供。人気のテーマをピ

ックアップした実践編としてノート術をテーマに目標

設定等について学ぶ。 

2 38 

2 
お仕事女子の放課後サロン 

（第 48～52回） 

２０・３０代の働く女性を対象に気軽に情報交換・ネ

ットワーク形成を行える場を提供する。 
5 44 

3 

現代社会ゼミ① シンポジウム 

「SDGs 達成に向けたパートナー

シップ」 

女性は持続可能な開発目標(SDGs)の全ての分野におい

て非常に重要な役割を担っている。目標 5と目標 17の

二つに着目して、SDGs 達成に向けた国際社会の最新状

況と企業の取組みについて学ぶ。 

1 81 

4 
ワーク・ライフ・バランス実現の

ための動線収納セミナー 

家事と仕事を効率化するための動線収納の考え方を学

び、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた日々の暮ら

しの在り方について考える。 

2 40 

② ライフステージに合わせた自立支援   

5 

「離婚」が心に浮かんだあなたへ 

後悔しないための基礎知識 

～法律・お金・心・体～ 

法律やさまざまな公的制度、心身の負担が大きい出来 

事を乗り越えるための考え方や体のケアを各分野の専 

門家から学ぶ。 

3 43 

6 
35歳からのはじめてママ応援 

講座 

同じ世代のママ同士で交流し、日ごろの心配事や悩みを

共有しながら、いまだからこその子育ての喜びや楽しさ

をあらためて体感し、前向きな子育てを応援する。 

3 22 

7 
育児の“もやっと”座談会 

（共催：babystep） 

日頃育児をするうえで感じる「もやっとした」体験を 

共有し、新たな気づきを得る場とする。 
1 4 

8 

現代社会ゼミ③ 

月経からはじめる健康の話 

(後援：大阪府助産師会) 

月経のしくみやダイエット、スポーツが与える身体へ 

の影響などを学び、いつまでも健康に、自分らしく過ご

すために自分の身体を振り返るきっかけとする。 

1 22 

③ 男性の意識改革と積極的支援   

9 
パパだいスキップ！ 

絵本読み聞かせライブ 2018 

男女共同参画週間中の休日に、父子対象の読み聞かせ・ 

遊びのイベントを提供する。 
1 71 

10 
男が“今”をイキヌクための 

コミュニケーション 

 職場・家庭などにおいて、うまく自分の感情を表現す

ることができず、人間関係に悩みを感じている男性は多

い。気負わない自己表現を学び、自分らしさを発揮して、

これからの生活に役立てる。 

1 19 
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④ 地域における男女共同参画   

11 
現代社会ゼミ② 

「生涯未婚時代を生きる」 

現代社会の課題について、研究者や専門家を招き解説す

るゼミシリーズ。『生涯未婚社会』の著者で家族社会学

者の永田夏来を招き、結婚を人生設計に組み込まない若

者が登場した社会の実情と課題について解説する。 

1 43 

12 

＜情報・図書コーナー企画＞ 

ビブリオバトル 

～人を通して本を知る 

本を通して人を知る～ 

本の紹介コミュニケーションゲームの手法を使い、読 

書の楽しみについて語り合い、気づきを得るきっかけ 

とし、クレオ大阪中央の情報・図書コーナーの利用者 

拡大の機会とする。 

2 44 

13 

女性のための防災教室 

～今災害が起こったら？ 

あなたから始める地域防災～ 

災害時に女性が抱える困難や、これまでの男性主導型 

の防災での課題など、男女共同参画の視点での防災に 

関する基礎的な情報を伝えるとともに、地域防災でリ 

ーダー的な役割を担う女性を育成する目的で実施する。 

2 25 

14 

地域で支えあおう 

～家庭で暮らせない子どもの 

今を理解する～ 

(共催：大阪市児童福祉施設連盟) 

何らかの理由により家庭で生活できない子どもたちが 

大阪市内だけで 1,200人いる。虐待と社会的養護から 

みた「子どもを取り巻く現状」を伝え、里親制度や子 

どもの支援について何ができるか考える。 

2 24 

15 

上本町ＳＤＧｓ大学 

第１回「ＳＤＧｓ×働く」 

(共催：公益財団法人太平洋人材 

交流センター<ＰＲＥＸ>） 

ＳＤＧｓ達成に関心のある関西の方々を対象に、ＳＤ 

Ｇｓとジェンダーに関するトピックについてともに学 

びあい、ネットワークを形成する。 

1 33 

16 

企業のための 

パワハラ×働き方改革対策 

セミナー 

働き方改革関連法案や、パワーハラスメント法整備に 

向けての最新情報を学び、働きやすい職場づくりに向 

けて企業がどのような準備をすべきか学ぶ。 

2 46 

 

イ コラボ型セミナー 

   地域において男女がともに参画し、大阪の魅力創出や活性化につなげる活動をする方と 

 クレオ大阪が協働して実施した。（応募８件、選定団体：WAKUWAKU SELECTOR） 

セミナー名 趣旨・ねらい 回数 
受講者数 

(人) 

谷ノ上朋美 ひとり芝居 

旅立ちの詩(うた) 

～彼女たちの羅針盤～ 

ＬＧＢＴや不妊、障がいなど、さまざまな「マイノリ

ティ」をテーマに、人と違うことや人と比べることに

よって生まれる不安について考える描き下ろし作品

を上演する。 

2 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パパだいスキップ！絵本読み聞かせライブ     上本町 SDGｓ大学第 1 回「SDGｓ×働く」 
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ウ 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。

「地域防災」と「男女共同参画に関する自由テーマ」の内、各区の地域団体の依頼に応じて１回ず

つ実施した。 

担当区 日程 団体名 テーマ 
受講者数

(人) 

天王寺 
8月 29日 四天王寺たまつくり苑 メンタルヘルス 16 

11月 17日 大阪府助産師会 女性と防災・減災 25 

西 
10月 6日 西区子ども・子育てプラザ ママのための防災教室 31 

2月 27日 つどいの広場 きらぽかひろば ワーク・ライフ・バランス 10 

中央 
2月 14日 大阪市中小企業勤労者福祉センター 女性と防災・減災 6 

2月 15日 南老人福祉センター 高齢者の健康 45 

浪速 
6月 28日 日本橋東振興町会 女性と防災・減災 25 

6月 28日 難波元町民生・児童委員協議会 発達障がい 10 

 

エ 就労支援機関等と連携したセミナー 

セミナー名 趣旨・ねらい 回数 
受講者数 

(人) 

第２回トライセクターリーダーシップ

セミナー～行政・企業・非営利の垣根

を越えて～ 

産官学・専門職など、異なるセクターで働く女性を対象

に、リーダーシップに関する事例を学ぶとともに、共同

で課題解決に取り組む事例を聞き、次世代リーダーとし

てかじ取りするためのネットワークをつくる。 

5 69 

 

■平成 30年度実施状況 

 事業数 
実施 
回数 

定員
(人) 

応募 
者数
(人) 

受講者数(人) のべ受講者(人) 

女性 男性 計 女性 男性 計 

男女共同参画セミナー 16 30 600 784 456 143 599 650 172 822 

コラボ型セミナー 1 2 200 226 226 0 226 226 0 226 

地域出前セミナー 8 8 200 200 190 10 200 190 10 200 

就労連携セミナー 1 5 25 92 69 0 69 72 0 72 

合 計 26 45 1,025 1,302 941 153 1,094 1,138 182 1,320 

 

受講者の声 

・とても分かりやすくて自分が何をやればいいのかが見えてきたような感じです。子どもがいるの

でまず自分の身を守り、そして子どもの心と身体も守る必要があるな…と改めて思いました。 

（女性のための防災教室） 

・後半のワークが新鮮で、初対面の方と様々な会話を繰り広げる機会というのは非常に貴重な体験

でした。（男が今をイキヌクためのコミュニケーション～生きぬく・息ぬく・活きぬく） 

・現代社会ゼミにまた、もっと参加して勉強したいと思いました。社会人になると学ぶ機会が減る

ので、クレオさんのセミナーは愛用しています。（現代社会ゼミ３ 月経から始める健康の話） 

・G20 など自分には無関係と思っていたけれど、自分の活動の延長にあると気づけました。 

（トライセクターリーダーシップセミナー） 

・収益を得ながら SDGｓに取り組むことは難しいと、みんな悩んでいるけど、みんなで SDGｓを

考えていけば、何か出来るという事が話せた。（上本町 SDGｓ大学 第 1 回「SDGｓ×働く」） 
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オ インターンシップ等の実施 

様々な年代を対象にインターンシップ(職場実習)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、働くことについて考えるプログラムを実施した。 

施設運営事務・事業運営：大学生 1 人、高校生 2 人、特別支援学校生 3 人、社会人 1 人 

ボランティア体験実習：大学生 2 人 

 

カ グループ活動・ネットワーク支援事業 

①初めてのサークル＆グループ作り支援事業 

セミナー修了生を対象に施設やノウハウの提供することでグループの設立・活動を支援した。 

・セミナー「35 歳からのはじめてママ応援講座」修了生グループ「35歳ママの会」 

・自主グループ「女性のための防災教室交流会」協力「女性のための防災サロン」隔月開催 

    ②日本語教室の運営支援 

在住外国人の方を対象に、日本語の読み書きを学び、また、文化交流を通じて相互理解を 

深める「場」としてのボランティアグループによる日本語教室の運営を支援した。 

実施日：通年 毎週木曜日・午前   実施回数：42 回  参加者数：1,431 人 

 

キ 地域のグループ等との連携事業 

事業名称 わいわいサタデー(男女共同参画週間イベント) 

実施内容 

父子対象の絵本読み聞かせライブや女性作家による手作りマーケット、オーガニッ

クバザール、ＬＧＢＴワークショップ等、男女共同参画を身近に感じ、気軽に誰で

も参加できるイベントを開催。 

協働団体 
天王寺おはなしぼちぼち・絵本の会天王寺、保育ボランティアグループひまわり、

エコスペースゆう、むつみ工房 他 

日  程 6月 23 日(土) 10:00～16:00 参加人数等 約 800人 

 

事業名称 クレオ大阪中央フェスタ  

実施内容 

施設利用グループや団体、地域の事業者などと共につくる市民協働の館まつりとし

て、有志による実行委員会を組織し、イベントを実施した。 

実行委員数：18人 出展者数：50団体 

日  程 11月 18日(日) 10:00～16:00 参加人数等 のべ 5,645人 

協 働 等 

主催：大阪市立男女共同参画センター中央館、協賛：パイン株式会社、 

後援：天王寺区役所、運営協力：クレオ大阪中央フェスタ実行委員会 

協力：大阪市天王寺消防署、Ｋ.Ｄ.Ｃダンススタジオ、ジャンプス等 

 

事業名称 みんな仲間だ！フェスティバル 2018（世界人権宣言 70周年記念） 

実施内容 
世界中人権宣言の日を記念して、「災害」を通じて人権について考える基調講演や

トークセッション、交流会、ライブ等のイベントを実行委員会形式により開催した。 

協働団体 

共催：自由に乾杯！フェスティバル実行委員会、ヒューライツ大阪 

実行委員会構成団体：(公社)アムネスティインターナショナル日本なにわグループ、

(公財)オイスカ関西支部、青年海外協力隊大阪府ＯＢＯＧ会等 

日  程 12月 9日(日) 13:30～18:00 参加人数等 55人 

 

事業名称 ハッピーサンデー 

実施内容 

クレオ大阪と大阪城南女子短期大学が相互に持つ人的資源を活用し、子どもから高

齢者まで幅広い世代が楽しみ集えるイベントを開催した。特に若年層(大学生等)に

男女共同参画の理解をすすめる機会とした。 

協働団体 共催：大阪城南女子短期大学 

日  程 1月 20 日(日) 10:00～16:00 参加人数等 のべ 1,600人 
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  ク  区内で活動するグループ等との協働事業 

事業名称 クレオ大阪のおはなし会 

協働団体 天王寺おはなし「ぼちぼち」・絵本の会天王寺等 

日  程 5/27・1/27・3/24 参加人数等 のべ 16人 

 

事業名称 保育ボランティアと遊ぼう 

協働団体 保育ボランティアグループひまわり 

日  程 8/9・3/14 参加人数等 のべ 51人 

 

ケ 保育室開放デー 

     主催事業・貸室利用が比較的少なく、暑さ寒さの厳しい時期に、親子が安心して遊び・交流 

できる場として、保育室を一般開放した。 

夏期(8/12・14・15・16・17・18)：6回、保護者 46人 子ども 48人 計 94人 

冬期(2/1・8・10・11・17・22)：6回、保護者 35人 子ども 37人 計 72人 

       いずれも 10：00～15：00 

 

   コ 一時保育・手話通訳の実施 

①一時保育  利用保護者数：356人  保育児童数：369人 

②手話通訳  利用１人 

 

 

（３）女性問題に関する相談  

ア 女性のための相談（女性総合相談センター） 

女性が抱える様々の問題を整理し、適切な機関の情報提供をはじめ、相談者の自尊感情の回復、 

自立へとつながるようサポートを行った。 

相談種別 形態 実施日時 相談件数 

一般相談 
電話 
面接 

火～土／10:00～20:30 
日・祝／10:00～16:00 

電話：13,574 

面接：  418 

自立･悩み相談 
（心理カウンセラー） 

面接 
木・金・土／17:00～20:00 
火・木・金／13:00～16:00 

   345 

からだ相談  
（保健師・看護師） 

電話 
面接 

火～土／10:00～20:30 
日・祝／10:00～16:00 

   電話：86 

  面接： 5 

チャレンジ相談 
（キャリアカウンセラー） 

面接 月 1 回土 14:00～17:00   25 

法律相談 
（女性弁護士） 

面接 
毎週金／13:00～16:00 
第 4 金／17:00～20:00 

   101 

グループワーク等 面接 年間２テーマ    126 

女性のための特設電話法律 
相談（臨時開館） 

電話 2 月 12 日 10:00～16:00 8 

合 計 14,688 
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①相談内容 

 
生き方 こころ からだ 労働 

夫婦 

関係 

親子 

 関係 

人間 

関係 

人権 

侵害 
法律 暮らし その他 合計 

面接 111 105 112 39 270 113 65 99 101 2 3 1,020 

電話 175 6,489 86 273 829 754 874 199 12 150 3,827 13,668 

計 
286 

(1.9%) 

6,594 

(44.9%) 

198 

(1.4%) 

312 

(2.1%) 

1,099 

(7.5%) 

867 

(5.9%) 

939 

(6.4%) 

298 

(2.0%) 

113 

(0.8%) 

152 

(1.0%) 

3,830 

(26.1%) 

14,688 

(100%) 

・相談内容からは、「こころ」に関する相談内容が 6,594 件で全体の 44.9％となっている。特に、

不安や病気を抱える人が電話相談を利用していることが多い。 

・ＤＶを主訴とする相談件数は 251件、デートＤＶを主訴とする相談件数は 10件、性暴力を主訴と

する相談件数は 26件、セクシュアルハラスメントを主訴とする相談は 6 件であった。背景にＤＶ

がある件数が 264件、児童虐待がある件数が 46件、ＤＶ･児童虐待がある件数が 20 件であった。 

 

②館別内訳 

  中央館 子育て館 西部館 南部館 東部館 合計 

１ 一般相談 13,940 15 22 7 8 13,992 

２ 自立･悩み相談 345 0 0 0 0 345 

３ からだ相談 90 0 0 0 1 91 

４ チャレンジ相談 25 0 0 0 0 25 

５ 法律相談 101 0 0 0 0 101 

６ グループワーク等  126 0 0 0 0 126 

７ 
女性のための特設

電話法律相談 
8 - - - - 8 

 合 計 14,635 15 22 7 9 14,688 

 

③グループワーク 

同じ悩みや体験を持つ人が集い、語り、共感しながらエンパワメントするために実施した。 

事業名 内容 受講者数 

こころ・からだ・動作 
エゴグラム、自己表現法、臨床動作法を体験する。 

（全 5 回） 
107人 

暴力により心に傷を抱えた女性

のためのグループワーク 

ＤＶ・虐待等の体験を持つ女性を対象に、誰にも

言えなかった気持ちを話し合う。（全 5 回） 
19 人 

 

 

イ 女性のためのチャレンジ相談【面接相談のみ（事前予約制）】 

就業の場や地域をはじめ、さまざまな分野で女性が積極的にチャレンジして個性と能力を発揮でき 

るよう、女性のキャリアコンサルタントによるキャリアカウンセリングを実施した。 

場 所 相談日 相談件数 

中央館 月１回・土曜日・午後 2時～5時 25 
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ウ 女性のための特設電話法律相談【平成 30年度 臨時開館実施事業】 

   面接相談のみで実施している法律相談について、電話相談専用番号を活用し、 

特設電話法律相談を実施した。 

日時：平成 31年 2月 12日（火）10：00～16：00 

受付件数：25件、うち法律相談件数 8件 

 

エ 「女性チャレンジ応援拠点」への協力・連携（相談対応） 

当館４階に設置された拠点には、チャレンジ以外の悩みを抱える女性が訪れることもある。女性総

合相談センターの情報を提供すると共に、相談対応が必要と思われるケースについては案内をいた

だき、相談事案として対処するなどの協力・連携を行った。 

 

オ 男性の悩みの相談（子育て館） 

子育て館において毎週金曜日及び、月 1 回（第 3 日曜日）に実施した。 

【相談内容・件数】 

 生き方 こころ からだ 労働 
夫婦 

関係 

親子 

関係 

人間 

関係 

人権 

侵害 
法律 暮らし その他 合計 

面接 6 4 0 20  22 12 6 1  2 0 0  73 

電話 21  26 21 11 39 21 47 6  1 3 6  202 

合計 27 30 21 31  61 33 53 7  3 3 6 275 

相談内容では、ＤＶを主訴とするのは、7 件（2.5％）となっている。また、相談の背景に 

ＤＶが認められるものは、22 件（8.0％)である。 

 

カ 子育て活動支援館における相談との連携 

子育て相談担当相談員の新任者にむけて、女性相談・男性相談の現状についての研修を実施

した。また、女性相談員の研修にあわせて、子育て館の相談員にも研修の機会を広げ、子育

て相談の現状を聞く機会をもつなど相互の連携を図った。 

 

キ 相談室等の有効活用 

  ・しごと情報ひろばマザーズ 出張就労相談 ：水曜日午後 2 時～4 時  年間実績 3 件 

 

 

(４) 男女共同参画社会の形成に関する啓発 

ア 男女共同参画情報誌「クレオ」の作成 

男女共同参画施策情報と男女共同参画セミナーなどの事業紹介、リケジョやSDGsなどタイ

ムリーな情報提供を行った。イベント案内などについては、男女共同参画に関するテーマ

と関連させて掲載し、クレオ大阪の事業をよりアピールする紙面づくりを進めた。 

 仕様：Ａ４版、16頁(10月号は20頁)、年４回季刊、20,000部(10月号は25,000部） 

 主な内容 

5 月発行号 
・特集：パワーハラスメントの予防と解決 

・女性チャレンジ応援拠点の紹介 等  

7 月発行号 
・特集：理系分野で活躍する女性(リケジョ)紹介 

・平成 29年度大阪市女性活躍リーディングカンパニー市長表彰 等 

10 月発行号 
・特集：SDGsとジェンダー平等・女性のエンパワメント 

・大阪市男女共同参画普及啓発事業紹介 等 

1 月発行号 
・特集：私のキャリアを築いたのはいろんな国と人々の出会い 

・誌上セミナー「男が“今”をイキヌクためのコミュニケーション」 等 
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イ 男女共同参画についての普及啓発 

   クレオ大阪を拠点として活動するグループ・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。 

①グループルーム・交流サロンの運営  利用者数：18,287人 

②メールボックス・ロッカーの貸出    メールボックス登録団体数：36団体 

ロッカー利用団体数：6団体 

  

ウ 地域における男女共同参画社会の形成に向けた多様な主体との連携協力 

①展示ギャラリーの活用事業 

     展示ギャラリーを活用し、公募によりグループ団体等の活動発表の場を提供した。 

 ・夕陽丘うえまち写真コンテスト（一心寺文化事業財団） 

②地域のイベント等を活用した啓発 

・「天王寺区子育て情報博覧会」へのブース出展。 

 ・天王寺動物園「平成30年度 春のナイトＺＯＯ」事業への協力 

   男女共同参画課からの依頼によりSDGｓ展示パネルの作成 

 

エ 大阪市の施策や様々な記念週間等に合わせた啓発 

①男女共同参画週間に合わせた啓発（6月） 

・国の平成 30年度男女共同参画週間のキャッチコピーのポスター掲示。 

・男女共同参画週間のノボリを館周辺に設置。 

②大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間に合わせた啓発（8～9月） 

・ワーク・ライフ・バランスに関するちらしの作成、パネル設置 

・クレオ大阪ホームページへの掲載 

③乳がん月間に合わせた啓発（10月） 

・関連情報の掲示 

④女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせた啓発（11月） 

・パープルリボン、オレンジリボンのノボリを館周辺に設置。 

リボンのツリーを展示。 

・ＤＶや児童虐待関連情報の掲示 

      ⑤国際女性デーに合わせた啓発「Dear Girls」 

⑥情報誌クレオ7月発行号「リケジョ紹介」に合わせた啓発 

 

オ ＩＣＴを活用した啓発 

・クレオ大阪ホームページによる啓発 

・女性のチャレンジ応援サイトによる啓発 

・大阪市「未来へレディＧＯ」のサイトへの情報提供 

・クレオ大阪子育て館の「おおさか子育てネット」との相互リンク 
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（５）男女共同参画の形成に関する調査及び研究について 

大阪市の男女共同参画施策の推進に資することを目的として、調査研究に取り組んだ。 

   ■課題研究 『非正規で働くシングル女性の実態調査』 

内  容 

大阪市内の非正規女性労働者を対象に、実態や課題等を把握する。特に、行政施

策の対象となりにくい未婚で子どものいない女性の状況を把握し、今後取るべき 

施策について検討するための材料とする。 

【調査方法】 調査内容および調査設計については、協力研究者を交えた研究会議

にて検討した。協力研究者：森詩恵（大阪経済大学 経済学部教授） 

調査対象 大阪市内在住の非正規雇用で働く 20～50代女性 

調査方法 インターネットによるウェブアンケート調査 

調査期間 平成 30年 9月 21 日～9月 28日 

調査項目 

・回答者のプロフィールについて（年代、配偶者の有無、最終学歴） 

・現在の暮らしについて（住居形態、同居家族、同居理由、生計の主な収入等） 

・仕事について（現在の就業形態、雇用期間の定めの有無等） 

・社会保障・ネットワークについて（社会保険・私的な備えの状況等） 

・今後の希望、不満を感じる事 等 

調査結果 

・回答者の 6 割が「パートタイム・アルバイト」として就業。雇用期間の定めに

ついては、7割以上が「雇用期間の定めがない」と回答。 

・未婚の 6 割が週 30 時間以上働いている。一方で、既婚では約半数が週 20 時間

未満の勤務であり、就業調整していることがうかがえる。 

・未婚の 5割以上が「個人年収 200万円未満」。世帯収入で見ても 26.9％が「200

万円未満」。未婚の半数に同居者があり、同居理由について 4割が「自分自身が

一人暮らしするには経済的に困難だから」と回答。現在の暮らしが「家族」で

支えあうことで成り立っていることがわかる。 

・未婚の 3 割が非正規雇用という働き方を「不本意」と回答。ただし、自由記述

を見ると、「本意」とする回答の中にも、「不本意非正規」と思われる回答が複

数見られる。 

 

 

（６）その他 

  ア 政令指定都市男女共同参画センター意見交換会 

男女共同参画社会づくりに向けて、政令指定都市のセンターが組織運営・事業展開などについて

ともに考え、意見交換する機会として開催した。チャレンジ応援拠点事業視察・見学等 

日程：平成 31年 2月 23日（土） 10:30～17:30  参加：10都市 

 

  イ 自主事業 

    男女共同参画を推進するクレオ大阪の機能を効果的に発揮し、その認知度や魅力をさらに高める

ために、様々な団体とも連携して以下の通り各事業を実施した。 

全事業を通しての利用者数は、5,323人となった。 
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①自主講座 

講座名 事業数 
定員 
 (人) 

応募 
者数 
(人) 

受講者数(人) のべ受講者数(人) 

女 男 計 女 男 計 

女性の能力開発、就業支援 

「カフェ開業チャレンジ講座」等 
21 575 468 348 66 414 2,811 582 3,393 

こころ・からだの健康支援 

「ボイス・トレーニング」等 
22 445 412 333 8 341 1,585 95 1,680 

子育て支援 

「ベビママヨガ」等 
4 96 98 66 0 66 250 0 250 

合 計 47 1,116 978 747 74 821 4,646 677 5,323 

 

② シンポジウム等 

    ・世界人権宣言 70 周年記念共催事業（共催：ヒューライツ大阪） 

     「世界人権宣言 70周年記念 ワンコイン映画上映会」を実施した。 

      日時：10 月 13 日(土) 10:30～17:00 参加者数：141 人 

  ・ＤＶ防止関連シンポジウム（クレオ大阪中央フェスタと同時開催） 

夕陽丘基金設立 15 周年 記念シンポジウム 

「ＤＶ被害者支援の実情～「夕陽丘基金」がつないだ 15 年とこれから」を開催した。 

   日時：11 月 18 日(日) 13:30～15:30 参加者数：351 人 

・クレオチャレンジカフェ 

カフェ開業をめざす女性に期間限定（１期：６か月間）で仕入れや在庫管理、接客、販売など

の実務経験を積むための場「チャレンジカフェ」を提供した。 

22期：Grace cafe（北村佳子）、23期：南風（太田尚子）  利用者のべ 3,799人 

   

   ③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。 

応募数は昨年度より 20件増え、より多くの市民にイクメンについて知ってもらう機会となった。

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～9月 30日 応募数：154件  

    ・全国健康保険協会の特定健康診査集団検診にかかる啓発 

集団検診に際して、事業案内のチラシや情報・図書コーナーの案内を設置した。 

日程：7月～9月の 4日間、平成 3１年 2月の 2日間 

情報提供者数：約 1,400人 

 

④ネットワーク支援 

・交流サロン等事業 

館を拠点に活動するグループ等のネットワークを支援し、また利用者の利便に供するため、 

コピー機、印刷機、グループロッカーの設置、提供等の事業を行なった。 

 

ウ 近隣の施設間連携に関する業務 

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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４．経費等収支の状況 

（１）収入 

   指定管理代行業務料  271,247,459円 

 

（２）支出 

   指定管理業務代行料  271,247,459円 

   【内訳】 

人件費 148,826,158 円 

事務費 16,988,367 円 

施設の管理運営費 50,648,564 円 

男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 55,187,471 円 

(内訳)情報収集及び提供事業 13,362,334 円 

   講演会、講習会、研修会等の開催 2,523,364円 

   女性問題に関する相談 35,096,165 円 

   啓発 2,336,449円 

   調査及び研究 1,869,159円 

事業体代表者より充当 -403,101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 

 ・施設運営について、利用者から直接アドバイスや意見を聞く「利用者懇談会」の実施 

 

（２）管理経費縮減への取組み状況 

 ・省エネルギーを推進し光熱水費の縮減を図るため、昨年度設置のデマンドコントローラーを活用 

し、電気使用量の抑制管理を行った。 

 ・コラボ型セミナーやギャラリー活用事業など、施設機能を活かしながら、職員がコーディネート 

を行い、施設・事業運営の一体化や効率化を図った。 

 ・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。 

 

（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」「廃棄物管理責任者講習会」等 

・男女共同参画に関する研修 

    「男女共同参画研修」「相談員研修」等 

・人権研修 

    「ハラスメント防止セミナー」「人権尊重とより良い労働環境の実現」等 

・コンプライアンス研修 

    「個人情報保護」 
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（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 

・デマンドコントローラーによる電力使用量の監視 

・採光の有効利用による消灯の拡大、共用部分のＬＥＤ化の推進 

 

（６）大阪市立男女共同参画センター条例施行規則にもとづく申込手続の変更に伴う取組み 

平成 31 年 2 月 1 日、ホールの連続利用希望者の申込の利便性を高めるため、大阪市立男女共同参画

センター条例施行規則が改正され、施設の使用申込手続きが変更となった。中央館では所管課と緊密

に連携し、制度改正にかかる円滑な運用に向けて南部館及び東部館との調整を行なった。 

毎日実施していたホール申込みの抽選会を月の初日に実施するように変更すること、南部館・東部館

のホール受付開始日が 6 ヶ月前から 1 年前に変更することにともない、クレオ大阪各館の受付業務に

混乱が生じないよう、窓口での周知を徹底するとともに、平成 27年度以降の 5年間に中央館・南部館・

東部館を利用した実績のある 767団体に対してダイレクトメールを送付した。2月からの制度改正に関

しては利用者への周知が行き届き、使用申込手続きの変更にあたり大きな混乱はなく、利用者にとっ

て申込手続きの利便性が大きく向上する結果となった。 

 

 


