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平成30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中央館 

②指定管理者名 大阪市男女共同参画推進事業体 

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） 

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30年４月１日 ～ 平成31年３月31日 

④指定期間 平成27年４月１日 ～ 令和２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） 

管理運営業務等の概要 

① 業務概要 

センター施設の管理・運営、男女共同参画社会の形成に関する

情報の収集及び提供、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、男女共同参画に係る問題に関する相

談、男女共同参画社会の形成に関する啓発、男女共同参画社会の

形成に関する調査及び研究、その他市長が必要と認める事業 

② 利用状況の概要 

【平成30年度実績】 

利用率         69.2%    

利用者数         433,065人 

使用料収入        60,561,380円 

スタッフ対応の満足度  99.4% 

受講者満足度           98.2% 男女共同参画セミナー 

【参考：平成29年度実績】 

利用率         70.3% 

利用者数        289,834人  

使用料収入       52,144,810円 

スタッフ対応の満足度  99.8% 

受講者満足度      98.3% 男女共同参画セミナー 

※29年度は吊り天井脱落対策工事によりホール供用停止期間あり 

③施設の設置目的・目

標 

（成果指標） 

 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。 

【目標】 

 令和２年３月時点で利用率72.4%以上 

【成果指標】 

利用者満足度、講座受講者満足度とも各90.0%以上 

④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】 

利用者数  563,000人 

利用率   72.3％ 

  

◎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

・ 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。 

・ 「消防訓練」「普通救急救命研修」「廃棄物管理責任者講習

会」等、施設の管理運営に関する基礎研修を実施した。 
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体制、危機管理・安

全管理業務等の実施

状況） 

・ 毎日実施していたホール申込の抽選会を月の初日に実施する

ように変更することにともない、受付業務に混乱が生じない

よう、窓口での周知を行うとともに、平成27年度以降に利用

した実績のある団体に対しても周知を行った。 

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） 

・ 男女共同参画社会の実現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た。 

・ 「男女共同参画基本計画」をよく理解し、本施設が施設所在

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

の機能の他、相談事業や、調査・研究事業など、全市的な視

点で男女共同参画を推進する機能を果たすための事業を実施

した。 

・ 利用者モニタリング・自己点検として、施設抽選会参加者を

対象にアンケートを実施し、施設の申込方法に対する意見な

どについて意見交換を実施した。 

・ 具体的な事業の実施状況は以下項目ごとに掲載 

 

〇男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供 

・ クレオ大阪の他４館の指定管理者と連携し、ホームページの

運営を行い、事業や施策の最新情報の他、調査研究報告や情

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。 

・ 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する「女性のチャレンジ応援サイト」

を運営した。 

・ 情報・図書コーナーの運営について、新着図書の案内、読後

の感想共有コーナー等を設置し、本への関心を高める工夫を

実施するとともに、一時保育付き読書タイムの開催など、利

用者のすそ野を広げる取り組みを行った。 

 

〇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（地域連携事業等は事項③に掲載するため除く） 

・ 男女共同参画社会の実現に向けて、「女性の活躍」などのセ

ミナーを体系的に実施した。（年30回） 

  テーマは、次の４項目 ※具体的セミナー名 

（１）「女性の活躍促進」 

 ※お仕事女子の放課後サロンなど 

（２）「ライフステージに合わせた自立支援」 

 ※35歳からのはじめてママ応援講座など 

（３）「男性の意識改革と積極的支援」 

 ※男が“今”をイキヌクためのコミュニケーション 

  など 

（４）「地域における男女共同参画」 

 ※地域で支え合おう～家庭で暮らせない子どもを理解 

する～など 

・ コラボ型セミナー（２回）、地域出前セミナー（８回） 

 

○女性問題に関する相談等 

・ 女性が抱える様々な問題を整理し、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、自立をサポートする女性

総合相談センターの運営や、クレオ大阪子育て館において、

男性のための悩み相談を実施した。 

「一般相談」    相談件数13,992件 
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「自立・悩み相談」 相談件数  345件 

「からだ相談」   相談件数  91件 

「チャレンジ相談」 相談件数   25件 

「法律相談」    相談件数  101件 

「グループワーク等」相談件数  126件 

「女性のための特設電話法律相談（臨時開館）」 

          相談件数８件 

  「男性の悩み相談」 相談件数275件 

 

○男女共同参画社会の形成に関する啓発 

・ 情報誌クレオ（年４回）を作成し、男女共同参画施策情報と

事業紹介を行い、リケジョやＳＤＧｓなどタイムリーな情報

提供を行った。 

・ グループルーム・交流サロンの運営、国や市の施策と合わせ

たキャンペーン活動（６事業）の実施、展示ギャラリーの活

用や、天王寺動物園春のナイトＺＯＯ事業への協力などに取

り組んだ。 

 

〇男女共同参画の形成に関する調査及び研究について 

・ 大阪市内の非正規女性労働者を対象とした実態や課題等

の把握、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

いて検討する材料とするため、「非正規で働くシングル

女性の実態調査」調査研究に取り組んだ。 

 

〇その他 

・ 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高

めるものとして、女性の能力発揮・就業支援、こころとから

だの健康支援、子育て支援に関する自主講座（47事業 受講

者数821人）を実施したほか、ＤＶ防止関連シンポジウム、

クレオチャレンジカフェなどを実施 

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） 

・ 地域のグループ等の連携事業として、各種事業を展開 

「わいわいサタデー（男女共同参画週間イベント）」 

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 

参加者数約800人 

  「クレオ大阪中央フェスタ」 

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 

参加者数のべ5,645人、実行委員数18人、出展者数50団体 

  「ハッピーサンデー」 

大阪城南女子短期大学と共催し、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 

参加者数のべ1,600人           など 

・ 上記のほか、就労支援機関等と連携したセミナー（５回）、

グループ活動・ネットワーク支援事業、インターンシップな

どの事業を実施。 
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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            271,247,459円 

【支出】合計              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       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 

        事業体代表者より充当    ‐403,101円 

② 市費縮減に係る取組

み 

・ 省エネルギーを推進し光熱水費の縮減を図るため、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 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 

・ リサイクル資源の回収ボックスの設置、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化など省エネルギーの推進を実施し

た。 

・ 様々な年代を対象に、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 

・ 個人情報保護への取り組みとして、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。 

 

 その他（点検等における要改善項目の対応状況等、その他特筆すべき事項等） 

① 評価項目概要 

・ クレオ５館の統括的役割をもつ中央館が中心となり、施策を

総合的に推進することが必要である。 

・ 自然災害（地震・台風）の際に、指定管理者として利用者の

安全を最大限確保するための適切な対応が必要であった。 

② 上記についての成果

や望まれる対応等 

・ クレオ大阪５館で共通する事業についての意見交換のための

５館連絡調整会議を開催し、効果的な施策運営を図った。 

・ 大阪北部地震では、休館日であったが、指定管理者として利

用者の安全・安心を第一に、迅速に施設の点検・設備の復旧

に努め、翌日以降の館運営に支障をきたすことなく対応がな

された。また、台風21号においても、事業の中止などが必要

となったが利用者に混乱をきたすことなく適切に対応し、安

全確保に努めた。 
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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 

クレオ大阪の設置の趣旨・目的を踏まえ、クレオ５館の
統括的役割も果たしながら、さまざまな団体と連携して、
時勢もふまえた多様なテーマでの数多くの事業を企画して
実施し、男女共同参画を推進した点は評価できる。 
施設利用については、利用人数や利用率は目標には達し

なかったものの、使用申込み手続き変更に対するきめ細か
な対応や、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おり、99.4％と高い利用者満足度を得
ている点は評価できる。 
令和元年度については、利用率の低下の一因と想定され

たホール使用申込手続について、市の規則改正によって平
成31年２月から手続きを変更することが可能となったこと
を踏まえ、特にホールの稼働率向上に向けて取り組むよう
努められたい。 
また、自然災害（地震・台風）の際に、指定管理者とし

て利用者の安全を最大限確保するための適切な対応が行わ
れたことは評価できる。 

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・事業運営を行った。 
また、前年度の吊り天井脱落対策工事の影響などによ

り、ホールの利用率が低下する中、申込み方法の変更など
対策を提案し、使用料の確保に努めた。 

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、採光の有効利用による
消灯の拡大など、省エネルギーの推進に努めた。 
障がい者雇用をはじめ、就職困難者への取組みとして、

セミナーの実施だけでなく体験実習先としても協力した。 

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」の趣旨・目的を踏まえ、多様な事業を実
施し、本市における男女共同参画施策の推進拠点として果
たしている役割は、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。 
引き続き、クレオ大阪５館をリードしつつ館全体で情報

共有を行い、今後も、地域と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 

・ 男女共同参画の中核拠点として、多方面にわたって取り組んでいる。 

・ 調査研究について、意識を高く取り組んでいることが評価できる。今後は調査研究で得

たデータから、現在の制度と社会意識がどのようになっているのか常に検証しながら、

課題を考え、発信してもらいたい。 

・ セミナーについては魅力的な内容が多く、特にＳＤＧｓをテーマにした講座について

は、大阪で実施するイベント（Ｇ20）による機運醸成もあり、評価できる。 

・ また、外国人労働者の受入も増加し、外国人を対象とした日本語教育の必要性がますま

す高まるため、そのような事業はさらに力を入れて取り組んでもらいたい。 
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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 

クレオ大阪の設置の趣旨・目的を踏まえ、クレオ５館の
統括的役割も果たしながら、さまざまな団体と連携して、
時勢もふまえた多様なテーマでの数多くの事業を企画して
実施し、男女共同参画を推進した点は評価できる。 
施設利用については、利用人数や利用率は目標には達し

なかったものの、使用申込み手続き変更に対するきめ細か
な対応や、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おり、99.4％と高い利用者満足度を得
ている点は評価できる。 
一方で、利用者の意見だけではなく、調査研究で得たデ

ータをもとに、現在の制度や社会意識を踏まえ、課題を検
証しながら事業を展開していくことが望まれる。 
令和元年度については、利用率の低下の一因と想定され

たホール使用申込手続について、市の規則改正によって平
成31年２月から手続きを変更することが可能となったこと
を踏まえ、特にホールの稼働率向上に向けて取り組むよう
努められたい。 

また、自然災害（地震・台風）の際に、指定管理者とし

て利用者の安全を最大限確保するための適切な対応が行わ

れたことは評価できる。 

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・事業運営を行った。 

また、前年度の吊り天井脱落対策工事の影響などによ

り、ホールの利用率が低下する中、申込み方法の変更など

対策を提案し、使用料の確保に努めた。 

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、採光の有効利用による
消灯の拡大など、省エネルギーの推進に努めた。 

障がい者雇用をはじめ、就職困難者への取組みとして、

セミナーの実施だけでなく体験実習先としても協力した。 

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」の趣旨・目的を踏まえ、多様な事業を実
施し、本市における男女共同参画施策の推進拠点として果
たしている役割は、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。 

引き続き、クレオ大阪５館をリードしつつ館全体で情報

共有を行い、今後も、地域と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 


