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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子育て活動支援館 

② 指定管理者名 大阪市男女共同参画推進事業体（北） 

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) 

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） 

こども青少年局子育て支援部管理課 

（電話：06－6208－8112） 

管理運営業務等の概要 

① 業務概要 

複合施設として他の施設との連携のもと、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、相

談事業、男女共同参画社会の形成と子育て支援に関する啓発、子育

て支援に関する人材育成のための講習会、研修等の開催、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】 

利用者数    55,996人 

保育室利用者数 23,977人   

受講者満足度 （1）97.1％ 男女共同参画セミナー 

 （2）98.2％ 子育て支援講座 

【参考：平成29年度実績】 

利用者数    58,961人 

保育室利用者数 24,285人 

受講者満足度 （1）98.9％ 男女共同参画セミナー 

       （2）99.3％ 子育て支援講座 

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、子育て支援と男女共同参画を一体的

に推進する拠点として、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。 

【成果指標】 

利用者満足度、講座受講者満足度ともに各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。 

 

 

◎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） 

・ 男女共同参画の実現を図る施設、また、子育て支援に関わる人

材育成等を行う施設として、男女共同参画と子育て支援を一体

的に推進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、大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館の施

設運営基本方針を定め、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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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。 

・ 保育室前のご意見箱やご意見メールを活用し、施設・事業運

営の充実につなげるよう取り組むとともに、男女共同参画事

業と子育て支援事業の相互連携と効果的な事業の推進を図る

ため「クレオ大阪子育て館運営委員会」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 

・ 中央館指定管理者と連携し、ホームページの運営を行うとと

もに、情報誌「クレオ」編集発行に協力し、施設・講座案内

などを紹介し、来館者や市内公共施設、地域催事などで、幅

広く情報提供を行った。また、子育て支援情報に関するホー

ムページ「おおさか子育てネット」の運営を行った。 

・ 館内ロビーを活用し、「子育て支援情報コーナー」を設置

し、子ども・子育てプラザをはじめ、子育てサロン、支援セ

ンター等の広報物を配架した。 

・ 情報・図書コーナーの運営について、男女共同参画に関する

図書や映像、資料等に加え子育て支援に関する図書、絵本の

収集と提供及びレファレンスサービスを行った。さらに、主

催事業や時事に対応した様々なテーマで、ブックフェアを実

施した。 

・ 保護者が情報図書コーナーでの情報収集や自分の時間を楽し

む機会を提供するために子どもを一時保育で預かる「一時保

育付き読書タイム～本を読む日～」を実施した。（実施回数

12、参加保護者数203人、参加子ども数215人） 

 

○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、男女共同参画セミナーを

実施した。（年30回実施） 

主要テーマは、次の２項目 ※具体的セミナー名 

（１）「女性の就労支援」 

 ※お仕事帰りのハッピーキャリアなど 

（２）「男性の家事・育児への参画 ワーク・ライフ・バラ 

ンス」 

 ※ワーク・ライフ・バランス応援講座など 

   上記以外にもテーマあり 

・ コラボ型セミナー（１回）、地域出前セミナー（12回） 

・ 「しごと情報ひろばマザーズ」等と連携し、再就職を希望す

る女性を対象に、再就職に向けて必要な情報を提供するセミ

ナーや、子育て期のシングル女性を対象に、仕事と家庭を両

立するための情報を提供するセミナーを実施した。（４回） 

 

〇子育て支援講座 

・ 子育て相談や女性総合相談センターと連携し、参加者の課題

解決や不安等の軽減につながるようニーズや課題に応じてセ

ミナーを実施した。（年40回実施） 

 テーマは、次の４項目 ※具体的セミナー名 

（１）「多様な養育者課題」 

 ※35歳からのはじめてママ講座など 

（２）「子どもの育ち」 
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 ※子どものほめ方、叱り方など 

（３）「男性と子育て ワーク・ライフ・バランス」 

 ※プレママ・プレパパ応援講座など 

（４）「子どもの男女共同参画」 

 ※リコチャレ応援セミナーなど 

 

〇男女共同参画に係る問題に関する相談 

・ 子育て活動支援館独自の相談事業として、子育てに関する悩

みや不安解消のための相談を実施。（相談件数5,144件） 

・ 上記のほか、中央館からの出張相談員による女性の悩み相談

などに取り組んだ。 

 

○男女共同参画社会の形成と子育て支援に関する啓発 

・ 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、ハートフルリボンの販売、子どもへの虐待防止啓発クリ

アファイルの作成などに取り組んだ。 

 

〇子育て支援に関する人材育成のための講習会、研修会の開催 

・ ４つのテーマにおいて、地域子育て活動者のための研修を実

施した。（年40回） 

テーマは、次の４項目 ※具体的セミナー名 

（１）「男女共同参画の視点をもった子育て」 

 ※子育て支援拠点における父親支援など 

（２）「法改正・制度について」 

 ※大阪市こども相談センター教育相談など 

（３）「相談対応力」 

 ※関わりが難しい親への対応など 

（４）「講座企画力」 

 ※身近な素材で作る・遊ぶなど 

 

・ 上記の他、子育て支援ボランティアを養成するための子育て

支援ボランティア養成講座の実施や（年76回）、各区の利用

者支援専門員を対象に、国の子育て支援員研修事業に基づく

「利用者支援事業」に従事する利用者支援専門員の研修を実

施した（年４回）。 

 

〇その他 

・ こころとからだの健康支援、子育て支援に関する自主事業を

実施。（24事業 受講者数426人） 

・ 子育て館への視察、見学者、団体等への案内や対応業務を行

った。（視察・見学団体６団体 55人） 

 

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） 

・ 各区子ども・子育てプラザの担当者等別に連絡会、研修会等

を実施し、また地域課題に応じた内容で共催講座・研修を実

施した。（各区プラザ定例会議：年40回、講座開催支援・共

催講座：年120回） 

・ 地域のグループ等の連携事業として、各種事業を展開 

「児童福祉月間記念イベント」 

赤ちゃんも一緒に楽しめる「人形劇団クラルテおひさま

劇場」を開催し、啓発と館のPRも実施 

参加者数143人 

「地域型フェスタ」 
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「おとなも子どもも楽しめる」をコンセプトに、地域で

活躍するグループ、団体または関係機関等の協働イベン

トとして、館祭りを開催 

参加人数999人 協働団体数17 

  「遊びのひろば」 

東日本大震災をきっかけに、当時関西に母子避難をして

きた母親と子どもたちが「避難生活を孤立せず力強く過

ごしていく」ことをサポートする取組として、平成24年

から実施 

参加人数44人 

  「北区出張イベント＆相談会 パクパクもぐもぐ食べるの大

好き」 

北区役所、北区子育て支援連絡会と連携し、子育て層が

参加できるイベントを開催（子育てについての相談が気

軽にできる子育て相談会も同時実施） 

参加人数188人 

  「お父さんの育児セミナー」 

宝塚大学看護学部、北区子ども・子育てプラザとの共催

で、子どもの世話やコミュニケーションなど子どもとの

関わりについて父親が学ぶとともに同じ月齢程度の子ど

もをもつ父親同士の交流の機会を提供 

参加者数132人 

  「ペアレントトレーニング（幼児期）」 

エルムおおさか（大阪市発達障がい者支援センター）と

共催で、発達障がいのある子どもを持つ保護者を対象に

実施 

参加人数43人 

「大阪市男女共同参画普及啓発事業への連携協力」 

「絵本展＆ワークショップ『100かいだてのいえ』をみん

なでつくろう！」の実施に協力 

参加人数456人 

 

・ 地域の子育て活動の支援として、子育て支援活動に携わる子

育てサロン･グループ等を対象に、大型遊具や大型絵本等を貸

し出した。 

・ 大阪市ファミリー･サポートセンターの本部業務を行った。各

支部での活動の集計作業を行い、活動状況の把握や、活動に

ついての助言、困難な事例、トラブル等の対応などを、大阪

市と調整し、実施した。 

・ 関係機関が実施する会議等で出席し北区役所や子育て関連施

設等との情報交換や共有等を行い、連携等を図った。 

 

 

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               113,239,200円 

【支出】合計                 113,239,200円 

（内訳）    人件費             59,388,572円 

          事務費・一般管理費          8,080,637円 

          施設の管理運営費         19,663,395円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

33,749,633円 

事業体代表者より充当     -7,643,037円 
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② 市費縮減に係る取組

み 

・ 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 

 

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等を実施した。 

・ 採光の有効利用により消灯を拡大し、ＬＥＤ照明を導入した。 

・ 大学生や若者を対象に、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。また、適

宜自習等の受入を行った。 

大学生インターンシップ １人 

大学・大学院・専門学校実習 38人 

・ 個人情報保護への取組みとして、プライバシーポリシー及び情

報セキュリティ対策基準運用など、情報管理体制の強化に努め

た。 

 

４ その他（点検等における要改善項目の対応状況等） 

① 評価項目概要 

・ 「男女共同参画基本計画」をよく理解するとともに、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

点として地域課題の把握に努め、地域と連携した取り組みを

進め、子育て支援と男女共同参画を一体的に推進した。 

・ 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必要であった。 

② 上記についての成果

や望まれる対応等 

・ 子育て支援講座、子育て相談といった館の特性に応じた事業

を展開するとともに、男女共同参画と子育て支援を一体的に

推進する啓発事業や子どもの虐待防止啓発など積極的に取り

組んだ。（各事業は１に記載した事業の再掲） 

・ 大阪北部地震では、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、館の果たすべき

男女共同参画と子育て支援の一体的推進という役割を強く

発揮し、時勢もふまえた多様なテーマで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。 

受講者満足度は昨年度と比べ若干下がったものの高い水
準であり、利用者数の減も改修工事や自然災害の影響もあ
り、多くの利用者が定着している状況から高い水準と評価
できる。 
令和元年度については、引き続き、多くの方に利用して

いただけるよう努められたい。 

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ＬＥＤ照明の導入など経費

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。 

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。 

また、大学生や若者を対象に、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。 

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」「大阪市こども・子育て支援計画」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、

子育て支援を一体的に推進する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。 

 また、館の多くの利用者以外にも、各区子ども・子育てプ

ラザをはじめとした子育て支援機関に対して、各区の実情に

応じた後方支援が実施されており、より効果的なものとなる

よう期待したい。 

 引き続き、クレオ大阪５館全体で情報共有を行い、今後も

その役割を更に高め、高い利用者満足度を維持するよう期待

したい。 

Ａ 

２ 外部専門家等の意見 

・ 毎年、様々な活動を積極的に展開していると評価している。 

・ 利用者のニーズに対応するために増え続けていくであろう需要がどこになるのかの分析

が重要となってくる。（評価対象の他館にも共通） 

・ 子育てひろばについては、利用者数が減っているという状況もあるようなので、施策と

しての対応策を考えてほしい。 

・ ファミリーサポートセンターの活動内容について、乳幼児のみを対象にするのではなく、

小学生や障がい児を対象とした取組に変えていく等、地域のニーズを把握して、内容を

変えていく必要があると考えられるので、大阪市と協議の上、検討してもらいたい。 

・ 子育て支援講座のテーマの一つである「多様な養育者課題」について、外国人労働者の

増加により、外国人の養育者への対応が重要になってくると考えられるため、今後注力

していただきたい。 
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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、館の果たすべき

男女共同参画と子育て支援の一体的推進という役割を強く

発揮し、時勢もふまえた多様なテーマで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。 

受講者満足度は昨年度と比べ若干下がったものの高い水
準であり、利用者数の減も改修工事や自然災害の影響もあ
り、多くの利用者が定着している状況から高い水準と評価
できる。 
令和元年度については、引き続き、多くの方に利用して

いただけるよう努められたい。 

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ＬＥＤ照明の導入など経費

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。 

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。 

また、大学生や若者を対象に、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。 

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」「大阪市こども・子育て支援計画」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、

子育て支援を一体的に推進する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。 

今後も、男女共同参画拠点施設、子育て支援拠点施設、都

市型センターという３つの機能を積極的に活かし、事業を展

開することが望まれる。 

 また、館の多くの利用者以外にも、各区子ども・子育てプ

ラザをはじめとした子育て支援機関に対して、各区の実情に

応じた後方支援が実施されており、より効果的なものとなる

よう期待したい。 

 また、ファミリーサポートセンターについては、対象とな

る利用者層を拡大なるような取組の検討が望まれる。 

引き続き、クレオ大阪５館全体で情報共有を行い、今後も

その役割を更に高め、高い利用者満足度を維持するよう期待

したい。 

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 


