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平成３０年度 大阪市立男女共同参画センター東部館 事業報告 

 

指定管理者 

 

施設概要 

 

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、館運営と事業を一体的に実施することにより最大の事業効果を発揮することをめざして施設運営を

行った。 

 

（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 

  ⑥関係機関、利用者等の会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 大阪市男女共同参画推進事体(東) 

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：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 

施設名 大阪市立男女共同参画センター東部館（クレオ大阪東） 

所在地 大阪市城東区鴫野西２丁目１番２１号 

施設規模 構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

規  模：地上３階建塔屋付 

建築面積：7,567.28㎡の一部 

延床面積：7,136.55㎡ のうち 3,092.34㎡ 

主な施設 １階 ホール、控室 1･2、舞台、会議室、情報・図書コーナー、 

展示ギャラリー、保育室、相談室、事務室 

２階 研修室、和室、音楽室（多目的室）、クラフト調理室、 

交流サロン 
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２．利用状況 

（１） 年間利用状況 

  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) 

61.7 162,706 22,796,520 

・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。 

・5月、6月にホールの利用促進のためダイレクトメールを発送、電話での案内やキャンセル待ちを積

極的にアナウンスした。 

・諸室の利用者数は前年度より約3,000人増加した。 

  

施設の利用促進・有効活用のための事業 

・広報ビデオの制作   

ＳＮＳの形態に合わせて掲載できるようロング、ミディアム、ショート版を作成。 

  ・「自習室開放デー」の実施 

  8月 14日(火)～17日(金) 研修室 利用者数：8 人 

・親子で楽しむ音楽会の実施 

親子が無料で楽しめる音楽会を館利用者に協力を得て、利用の少ない時間帯に貸室で実施。 

回 日時 実施場所 協力団体 参加者数(人) 

1 
9 月 2日（日） 
14：00～ 

研修室 ファミリーブラスすみれ 12 

2 
12 月 11日（火） 
14:00～ 

多目的室 近畿チェルキオ吹奏楽団 38 

3 
3 月 3日（日） 
14:00～ 

研修室 ファミリーブラスすみれ 28 

   

参加者の声 

・場所見知りする息子がイキイキしておどっていたので、きっと楽しかったと思います。 

   ・アットホームな感じで楽しかったです。 

 

 

（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 

 

 

 

②施設利用者懇談会の実施  平成 31年 2月 26日(火)～3月 3日(日) 

 ・控室の 2分割使用希望 

 ・スリッパ等老朽物が多いのでは など 

③ステークホルダーミーティング等の実施  平成 31年 2月 18日(月)～3月 16日(土) 

 ・若者、休日の学生達に多様化する職種の中での、将来の目標を見つける為の企画等、若者を取 

り込む事業の実施。 

 ・地域のイベントスペースとして、とても親しみやすいクレオが大好きです！ など  

  ④ご意見箱、メール 受付数 10件 

内容 
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=2,324) 60.9％ 38.5％ 99.4％ 0.4％ 0.2％ 0.6％ 

施設・設備 (n=2,314) 57.4％ 40.6％ 98.0％ 1.9％ 0.1％ 2.0％ 
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       ・ごみ箱設置希望 

     ・ちらし配架方法について  

・職員接客対応について など 

 

 

３．実施事業 

(１) 男女共同参画社会の形成の形成に関する情報の収集及び提供 

ア ＩＣＴを活用した男女共同参画の推進に関する情報収集、提供 

①クレオ大阪ホームページの運営 

中央館指定管理者と連携し、主に新着情報や講座案内、施設空室情報等を担当し、情報の最新

性の維持に努めた。 

 

②スタッフブログの運営、ＳＮＳ（フェイスブック・スタッフブログ・Ｌｉｎｅ＠）の活用 

施設紹介のプロモーションビデオを新規作成するとともに、Ｌｉｎｅ＠での発信を開始に合わ

せＳＮＳ周知用の名刺サイズの紙媒体を作成し配布した。 

 

③情報誌「クレオ」の編集発行への協力、提供 

中央館指定管理者が担う情報誌「クレオ」の編集発行に連携・協力した。東部館施設・講座案

内などを紹介するとともに、来館者や市内公共施設、地域催事などに配架依頼するなど幅広く情

報提供を行った。 

 

④ＱＲコードの導入 

事業やイベント情報等、詳細ページに直接リンクできる 2次元バーコード(ＱＲコード)入りの

案内を継続実施した。 

 

イ 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、提供及び情報相談を行った。 

国や市の施策、館主催セミナー等のテーマにあわせたブックフェアなどを行い、館機能の連携に努

めた。また地域の子育て新聞にも掲載し、子育て層や地域住民への周知活動を積極的に行った。 

貸出時間 9 時 30分～21時 30分 （年間開室日数：302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 

特別整理期間(蔵書点検) ： 2月 5日～9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) 

415人 3,389人 10.698冊 357件 177件 271冊 

  

②情報収集及び提供内容 

     

 

 

 

 

 

 

 収集数 総数 

図書 223 15,864 

ビデオ 4 515 

商業雑誌       3誌 
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③ブックフェア等の開催 

  様々なブックフェアの他、毎月新着図書のリストを配布・館内掲示等行った。 

セミナー・事業関連図書展示 

「親子で生活を楽しむヒント」(夏休み企画)、「＃私は私だ。女らしさって何？自分らしさっ
て何？」(大学生インターン企画)、「コミュニケーション力をアップしよう」、「おもてなしの
本」、「イクメン、イクジィになるヒント」、「個性の命と健康」等 

時事テーマ・特別テーマ 

「夏休みに読んでほしい本」、「中学生が読みたい本」(中学生職場体験企画)、「冬の絵本」、「日
本の童話と絵本&海外絵本」、「働くママに送る時短のヒント(大学生インターン企画)」、「谷口
智則 家族で楽しむ絵本の世界～心を育む絵本の魅力～」等 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

④一時保育つき読書タイム～本を読む日～ 

   お子さんを一時保育でお預かりする間、情報図書コーナーの書籍等を活用し、情報収集や自分

時間を楽しむ機会を提供した。クレオ大阪東独自開設のチャレンジスタジオの利用も案内した。 

  参加者の声 

  ・ゆっくり本を読めてリラックスできた。 

  ・はじめて一時保育を利用し、子どもを見ていただくことに不安な気持ちがあったが、丁寧に見

ていただき、お昼にまとめて本を読み時間を作ることができ、ありがとうございました。 

    実施回数：7回  参加保護者数：20人  参加子ども数：21人 

 

⑤地域情報の提供 

・近隣で実施されるイベント・館の利用団体のちらしの配架 

・城東区限定情報誌やミニコミ誌の配布場所としても協力 

・地域の防災Ｍａｐパネルを掲示 

・子育て中のママやパパが子どもといっしょに行けるＣａｆｅ等の参加型地域情報発信ボード 

「あったらいいなボード」の設置 

 

⑥地域と連携した情報図書コーナー機能の活用 

情報図書コーナー資料と施設を有効活用して子育て層対処の事業を実施した。 

・城東区絵本読み聞かせ月間(11月)に連携し「絵本展」を実施した。 

 

 

（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（年 30回実施） 

ライフステージに応じた課題解決や地域力アップにつながるセミナーを「企業における女性の

活躍促進」「起業による女性の活躍促進」「子ども・次世代への男女共同参画意識の醸成」を主要

テーマとし、体系的に展開した。 

受講者満足度：98.5％ 

 

〈「WHITE RIBBON RUN2018」展示と関連ブックフェア〉 

〉 
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①企業における女性の活躍促進 

②起業による女性の活躍促進 

③ライフステージに合わせた自立支援 

④子ども・次世代への男女共同参画意識の醸成 

⑤男性の意識改革と積極的支援 

夏休企画 パパ力ＵＰ大作戦 
～赤ちゃんと楽しく遊ぼう～ 

まだまだ家事・育児に無関心な父親が多い中、子どもとの
時間を楽しく過ごしてもらう時間を提供し、パパどうしの
交流促進も行う。 

1 17 

オトコの生き方セミナー 
～心の柔軟性を鍛えよう～ 

男性特有の「くせ」からくる陥りがちな人生トラブルに適
応する方法を事例やワークで学び「こうあるべき思考」か
ら抜け出す柔軟な思考法等をみつける。 

1 14 

⑥地域における男女共同参画 

子どもの感染症予防セミナー 
(幼児編) 

地域の子育て支援の最前線で活躍する講師から、感染症の
予防、実際に感染した場合の対処法を子どもと一緒に学ぶ。
地域の子育て支援情報も提供する。 

1 5 

良好な人間関係づくりに役立つ！ア
ンガーマネジメント～怒りで失敗し
ない人になる～ 

怒りを上手にコントロールできるようマンジメントを学び
良好な人間関係をつくることをめざす 

2 45 

 

セミナー名 趣旨・ねらい 回数 受講者数 

職場でのモヤモヤな私を卒業する！ 

～コミュニケーション力ＵＰで 

すっきり仕事術～ 

自信を持って自分の考えを伝えることができるコツを学ぶ。
論理的思考のもと考える力、伝える力、立ち振る舞いを身 
につけ、自己管理の大切さを考える。 

2 29 

働く女性の＜新思考＞ビジネスセン 

ス塾～やさしさのリーダーシップ～ 

これまでの引っ張っていくリーダーシップではなく、支援 

型リーダーシップから、自身の役割やスキルを学び、自信 

を深める。 

2 54 

働く女性の＜私を磨く＞ビジネスセ 

ンス塾 vol.2 ～＜はなせる＞リーダー

シップ～ 

リーダー的な役割を担っている女性を対象に、自分らしい 

リーダーシップやマネジメントを実践できるよう意識化 

し考える。また交流の場となるよう設定する。 

2 35 

女性のためのはじめて起業塾 

起業してみたい、起業して間もない女性を対象に、先輩起
業家とともに目標を明確にし、思いを具体化する。参加者
どうしの交流の機会も創出する。 

3 28 

プロ講師になろう塾  

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ２０１８ 

自分のライフスタイルに応じたそれぞれの形で講師をめざ
す女性を対象に、「選ばれる講師」としての魅力、自分なら
ではのスキルを磨き、継続できる経営者としての能力を身
に着ける。実践の機会としてアウトプットの場を提供する。 

9 146 

傾聴のチカラを再発見！ 

～相手を思う気持ちが伝わる 

傾聴の実習～ 

ＳＮＳが普及した現在、家族との会話や関係づくりがうま
くいかず悩んでいる方も多い。コミュニケーションの基本
である「傾聴」をワークを中心に学ぶ 

2 124 

ママとベビーのための“癒し” 

セミナー 

育児等で忙しい毎日の中で子どもと向き合い共にリフレッ
シュする時間をつくる。ママどうしの交流をとおして、育
児の悩みや楽しみを共有し心身ともに健康を保つためのコ
ツを学ぶ 

2 23 

キッズマーケット（クレオフェスタ） 

小学３～６年生を対象に、クレオフェスタで出店するお店
で販売体験等を経験し、職業理解、発見、意識を高め、男
女の性差にとらわれない視点にもふれるきっかけを提供す
る。 

2 27 

「リコチャレ応援セミナー」 
＃ＳＴＥＭ教育って何？～理系女子
をめざして～ 

研究機関における女性研究者の割合はまだ低い。理系女性
研究者をロールモデルとして紹介し、参加者自身の今と将
来をイメージしやすい環境を作り、進路選択の幅を広げる 

1 13 
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⑦コラボ型男女共同参画セミナー 

 

イ 地域出前セミナー 

担当区 実施日 テーマ 人数 

東成区 
1 月 10 日（木） 終活セミナー 19 

12 月 2 日(日) 女性と防災・減災 19 

生野区 
6 月 29 日(金） 対人援助とコミュニケーション 16 

2 月 22 日（金） 女性と防災・減災 121 

旭区 
11 月 30 日(金) デートＤＶ 204 

12 月 20 日（木） 女生徒防災・減災 9 

城東区 
11 月 2 日（金） 女性と防災・減災 20 

7 月 8 日(日) 女性と防災・減災 41 

鶴見区 
2 月 1 日（金） デートＤＶ 106 

12 月 20 日（木） 女性と防災・減災 16 

  

ウ 就労支援機関等と連携したセミナー 

 

受講者の声 

・自分が軸として考えていくことをしっかり見つめ直す機会になり、本当に良かったと思います。他の受
講生の方々からも刺激を受けて、皆さんと共に最終日まで頑張れたことを嬉しく思います。(プロ講師
になろう塾Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ２０１８) 

・カメラで顔を写した時に、口の中が緑色になったことが印象に残りました。自分の顔はプロジェクター

と同じくらいの温度なのかと思い衝撃を受けました。(「リコチャレ応援セミナー」＃ＳＴＥＭ教育って

何？～理系女子をめざして～) 

・傾聴とは聞き手の自分という人が問われるという事が心に残った。奥が深いと思った。(傾聴のチカラを

再発見！～相手を思う気持ちが伝わる傾聴の実習～〉 

・午前中の講座はこれからの人生を考え直すのにとても良い機会になった。 (自立をめざす女性のための

就労応援セミナー〉 

・「男は弱音を吐くべきではない」・・・２人に１人は、同じ考え、気持ちだったんだなって知れて良かっ

たです。 (オトコの生き方セミナー～心の柔軟性を鍛えよう～) 

・部下が男性なので、明日から意識を変えていきたい。リーダーシップをとる為にも自己理解・自己開示

が必要であると気づきました。(働く女性の＜新思考＞ビジネスセンス塾～やさしさのリーダーシップ～)  

 

 

 

 

セミナー名 趣旨・ねらい 回数 受講者数 

～強みを見つける！セルフマネジメン

トで自信 UP！～自分再発見セミナー 

考え方のクセや、自分の強み弱みを発見し、自分に自信が 

もてる方法や、「怒りの感情の上手な活用方法と、多様な 

考え方や価値観の受け止め方を学びます。 

4 110 

セミナー名 趣旨・ねらい 回数 受講者数 

チャレンジを応援！学び直しの 

パソコン講座 

（A’ﾜｰｸ創造館と連携） 

パソコンがなくてもスマホで事が足りる時代であるが、就労に

はパソコンのスキルが不可欠である。基礎からきちんと学び直

しをめざして、スキルの学び直しの「パソコンセミナー」を開

催する。 

5 29 

自立をめざす女性のための 

就労応援セミナー 

(連携：大阪市地域就労支援セン 

ターなど) 

今まであまりパソコンを触ったことがない女性を対象に、就労

を目的とした、パソコン入門講座と、働くための自己理解およ

び自己 PRのツールとしての履歴書等の書き方を学ぶ仕事準備

講座。 

9 49 
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■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 

13 30 335 386 226 46 272 500 60 560 

コラボ型 
セミナー 

1 4 20 43 32 6 38 89 21 110 

地域出前 
セミナー 

10 10 571 571 394 177 571 394 177 571 

就労連携 
セミナー 

2 14 22 19 15 － 15 78 － 78 

合計 26 58 948 1,019 667 229 896 1,061 258 1,319 

 

エ チャレンジスタジオの運営 

  女性の就業・起業や地域・ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援するため、女性の技能の向上、

集中的な学習、情報収集、情報交換のできる場所として実施。窓口で使用受付を行うことにより、

顔の見える、親しみやすい、利用しやすい雰囲気づくりに努めた。 

利用人数：288人 

   

  オ 地域のグループ等との連携事業 

① 夏まつり～夏休みキッズ・ラボ  

化学と科学の暑い夏～ 

(大阪市ワークライフ・バランス推進月間) 

地域で活動する諸団体を中心企画し、 

親子・子どもを対象とした「リコチャレ」応援 

プログラムを盛り込んで実施。 

実施日時：8月 4日（土）12：00～16：00   

参加者数：556人 

協力団体(者)数：13（城東区子ども・子育てプラザなど） 

主な内容：工作、ワークショップ、プログラミング体験、紙しばい、復興チャリティマルシ

ェなど 

 

② クレオ大阪東フェスタ 

実行委員会を立ち上げ、地域の諸団体や施設の利用グループなどの参画により、魅力ある街づ

くりの推進事業として実施。 

       実施日時：10月 13日（土） 10：00～15：50   

参加者数：のべ 3,720人 

       出展団体数：18 舞台出演団体数：15 

主な内容：舞台発表、学習成果発表、手作り作品展示＆バザーなど 

  大阪経済大学ボランティア論学生 2名受入 

※同時開催：キッズマーケット（男女共同参画セミナー） 

                 小学 3～6年生が 10ブースで 14人が販売等を体験 

 

③第 7回 はぴマルクレオ～私らしく輝く女性の１ＤＡＹマルシェ～ 

       起業で社会参画をめざす女性クリエーターの実践の場、 

ネットワーク形成の促進等を目的に実行委員会形式で実施。 

「チャレンジマルシェ」と同時開催し、創造力とやる気を 

かき立てる機会を提供できた。 

〈はぴマルクレオ〉 

〈科学工作ワークショップ〉 
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        実施日時：12 月 8日（土） 10：00～16：00  

参加者数：773人(チャレンジマルシェ含む) 

出店者数：19店 

主な内容：雑貨販売、ブース出店者によるぷち講座、体験教室 など 

             ※同時開催：･「チャレンジマルシェ」（男女共同参画セミナー「プロ講師になろう塾 Challenge 2018」

受講者）出店者数：13名 

             ・「家族でたのしむ絵本の世界～心を育む絵本の魅力～」講演会（大阪市男女共

同参画普及啓発事業） 

 

 ④ 親子であそぼうデー【平成 30年度 臨時開館実施事業】 

     親子で気軽に楽しみ、参加者どうしが触れ合うきっかけづくりの場として実施。 

       実施日時：2 月 18日(月) 10：00～16：00 

       協力団体数：4団体(城東図書館、城東スポーツセンターなど) 

       参加者数：72人 

         主な内容：ＭＡＭＡbrass演奏、絵本の読み聞かせ(英語)、 

紙しばい、ＡＥＤ体験(幼児向け)など 

 

      ⑤ 第３回つながりＭＡＭＡフェスの開催 

     平成 28年度実施の共催事業「子育てするなら城東区」から始まり、 

つながりＭＡＭＡフェスでつながった自主グループによる「つながり」 

を意識したママ企画のイベント実施を支援。ママ達の意気込みとネット 

ワーク力により、盛り上がりを見せ、昨年よりパパの 

参加が多く見られた。 

       実施日時：3 月 2日(土) 10：30～15：30  

              参加者数：624人 

       共催：マムファンタジー 

       主な内容：1 箱フリマ、はいはい・よちよちレース、 

アレルギー対応おやつ販売など 

        

   ⑥「おもいやり計画」あいさつ標語、あいさつ川柳作品の展示 

     大阪市立鴫野小学校児童による標語作品の展示 

       実施日：3月 8日(金)～14日(木) 展示ギャラリー 

       連携：鴫野地域活動協議会 

  

⑦ クレオ deリユースの開催 

  家庭で要らなくなった子どもの服や靴、小物などを提供してもらい展示し、展示品の中から必

要なものを持って帰ってもらうリユースを実施。 

     毎月第 2・第 4週の火・水・木曜日(計 72日)、その他、子育て支援事業等で随時開催 

 

   ⑧保育室開放デー 

     主催事業・貸室利用が比較的少なく、気候の厳しい時期や、子育て層対象イベント時に同時開

催で、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。 

時期 期間 時間 保護者 子ども 計 

夏 8月 12、14～18日 10：00～15：00 20 21 41 

冬 2月 17、19～22日 10：00～15：00 12 10 22 

合計 32 31 63 

〈つながりＭＡＭＡフェス「絵本読み聞かせ」〉 

〈親子であそぼうデー 

「MAMAbrass 演奏」〉 
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カ 地域大学と連携した事業の実施 

身近なロールモデルとして理系女性研究者の講義による、 

保護者と一緒に参加の次世代育成、リコチャレ応援セミナーを実施。 

(再掲：男女共同参画セミナー)  

・「＃ＳＴＥＭ教育って何？～理系女子をめざして～」 

 実施日時：平成 30年 8月 19日(日) 10:30～12:00 

協力：大阪市立大学女性研究者支援室 

 

キ グループ活動・ネットワーク支援事業 

① 女性起業家サロンＮＥＭ：「ランチミーティング」 

各自昼食を持参し、食しながら自然に語り合える場を提供。 

新たなメンバー（女性活躍促進セミナーの卒業生等）との 

情報交換の機会、交流の場として支援する。  

        実施日：奇数月 1 回土曜日 11：00～13：00 実施回数 6回     

 

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。 

実 施 日：通年 毎週木曜日・午前  実施回数：40回 

のべ参加者数：919人（学習者：380人、ボランティア：539人） 

イベント：七夕展示(7/6)、フェスタの日本語カフェ出展(8/13)、交流会(7/19、12/20、3/14) 

 

ク 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。 

・小学校の社会見学      2校  45人 

・中学校の職場体験    1校   4人 

  ・大学生インターンシップ 2校  2人 

  

ケ 一時保育・手話通訳の実施 

      利用保護者数 31人  保育児数 33人 

           手話通訳 なし     

 

（３）男女共同参画に係る問題に関する相談 

ア 女性のためのお仕事相談 

    女性のキャリア形成支援、起業支援のための相談を実施。東部館独自の相談事業として、「職業の

場における女性の活躍促進」に向けて、女性のための「キャリア相談」は女性のキャリア・コン

サルタントが、「起業相談」は女性の中小企業診断士が対応して実施した。 

相談種別 形態 内容 相談件数 

女性のためのお仕事相談 

・女性のキャリア相談 

・女性の起業相談 

 

面接 

面接 

 

毎週第 2木曜日 14:00～20:00  

毎週第 4土曜日 14:00～16:00  

 

20 

16 

 

 

 

 

〈ランチミーティング〉 

〈リコチャレ応援セミナー〉 
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【相談内容】 

 再就職 転職 現職 起業 
子育て 

との両立 

地域の 

活動 
その他 合計 

キャリア相談 10 6 1 0 0 0 3 
20 

(予約 32） 

起業相談 0 0 1 13 0 0 2 
16 

(予約 40) 

  

イ 女性のための悩み相談 

   中央館（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）」を相談室にて実施した。 

相談種別 形態 内容 相談件数 

女性のための悩み相談 

※中央館からの出張相談 
面接 毎週水・金曜日 10:00～16:00 

9 

(予約 12) 

 

  ウ 相談室の有効活用 

相談項目 内容 相談回数 

しごと情報ひろばクレオ大阪西・マザーズ 

出張就労相談 
毎週火曜日 14:00～16:00 7回 

 

 

（４）男女共同参画社会の形成に関する啓発について 

ア 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。 

   ・グループルーム・交流サロンの運営 

      利用者数：1,710人  メールボックスの貸出：登録団体数：14 

 

イ 国や市の施策と合わせたキャンペーン活動の実施 

①男女共同参画週間に合わせた啓発  

・ピンクリボン月間(6月) 

 啓発パネルの展示、ブックフェアの開催、男女共同参画週間のノボリを館内に設置 

 

②大阪市ライトダウンキャンペーン（6/21、7/7） 

・城東スポーツセンターと協力し、外灯の一部消灯を実施 

 

③ワーク・ライフ・バランス推進月間(大阪市)協力（8月） 

・啓発ポスターの掲示、広報物にロゴマークを記載 

 ・自習室開放デーの開催し、自習室に啓発パネルや図書を展示。 8月 15日～18日(再掲) 

  ・「夏まつり」(夏休み時期の祝日)の実施 

     ・「夏休み企画パパ力 UP大作戦～赤ちゃんとたのしく遊ぼう～」セミナーの実施、ブックフェ

アの開催 

 

④乳がん月間に合わせた啓発（10月） 

・タペストリー掲示、ブックフェアを開催し、パネルに簡単なクイズを掲示した。 

 

   ⑤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）  

・ブックフェアの開催、啓発記事の掲示、啓発グッズの販売、簡単なクイズをパネルに掲示 



- 11 - 

 

 ⑥児童虐待防止推進月間（11月） 

   啓発パネルの作成・展示、啓発ポスター(大学生インターンシップ作成)の展示 

 

⑦パープルリボン月間（11月） 

      ノボリを館内に設置、啓発グッズの販売、啓発ポスター(大学生インターンシップ作成)、 

ブックフェアの開催 

 

⑧WHITE RIBBON RUN 2019大阪への協力(1月～3月) 

   国際女性デーに関連して開催されるチャリティランニングイベント（3/2） 

の広報協力および準備のための場所の提供、展示ギャラリーでのパネル展示、 

ブックフェアの実施。(再掲) 

    主催：公益財団法人ジョイセフ 

 

ウ 展示ギャラリーの活用 

         男女共同参画を推進するために、施策に合わせてブックフェアやパネルの 

展示や、新聞記事の掲示、キッズスペース、クレオ deリユース等を随時開催した。 

 

    エ 「地域」に効果的に届ける啓発 

    地域の子育て機関紙「わくわく城東」や地域新聞、会議 等において定期的に情報提供を実施 

した。 

 

（５）その他 

ア 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。 

① 自主講座 

講座名 事業数 全回数 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 

 「語学講座」、「書く・話す

講座」 等 

5 93 265 269 185 25 210 931 191 1,122 

こころとからだの健康支援 

 「ルーシーダットン～タイ

式ヨガ～」等 

1 30 60 79 79 0 79 577 0 577 

子育て支援 

「ベビーダンスベーシッ

ク」等 

2 16 120 86 64 9 73 128 31 159 

合 計 8 139 445 434 328 34 362 1,636 222 1,858 

 

 

 ② 交流サロン事業 

     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。 

     ・有料ロッカー登録団体数  ：14団体   

          ・利用者数：1,710人 

 

 

〈WHITE RIBBON RUN〉 
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③ 一時保育事業 

利用保護者数 6 人  保育児童 10 人 

 

④男女共同参画にかかる啓発 

・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。

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点  

  

イ クレオ大阪東開館 20周年・記念事業 

  『私から○○へ「ありがとう！」の言葉』を 

募集し、メッセージカードを館内に展示  

(約 400枚)  募集・掲示期間：2/28まで 

     

ウ 近隣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。 

 

 

４．経費等収支の状況 

（１）収入 

   指定管理代行業務料  64,114,602 円 

 

（２）支出 

   指定管理業務代行料  59,313,101 円 

   【内訳】 

人件費 33,036,586円 

事務費 3,867,188円 

施設の管理運営費 18,633,625 円 

男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 3,775,702円 

(内訳)情報収集及び提供事業 833,645 円 

   講演会、講習会、研修会等の開催 2,149,533円 

   啓発 231,776円 

   相談 560,748 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。 

   ・コラボ型セミナーやロビーを活用した子育て支援情報の提供など、施設機能を活かしながら、

職員がコーディネート等を行い、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、効果的で効率的な維持管理を行った。 

〈『私から○○へ「ありがとう！」の言葉』

WHITE RIBBON RUN〉 
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（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」「普通救急救命研修」「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」等 

・人権研修 

      「人権・同和問題研修」「児童虐待防止に関する研修」等 

・コンプライアンス研修 

      「個人情報保護研修」 

    

（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、 

大阪市ライトダウンキャンペーンへの参加、クリーンデイ(月 1回)の実施 等 

・採光の有効利用による消灯の拡大、ＬＥＤ照明の導入 

 

（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。 

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。 

 


