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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南部館 

② 指定管理者名 大阪市男女共同参画推進事業体（南） 

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） 

リッジクリエイティブ株式会社（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、男女共同参画社会の形成に関する啓

発、その他市長が必要と認める事業。 

④ 利用状況の概要 

【平成30年度実績】 

利用率       54.5％ 

利用者数      154,907人 

使用料収入     19,133,180円 

スタッフ対応満足度 100% 

受講者満足度    99.5% 男女共同参画セミナー 

【参考：平成29年度実績】 

利用率       54.7％ 

利用人員      181,970人 

使用料収入     20,682,640円 

スタッフ対応満足度 99.6% 

受講者満足度    96.7% 男女共同参画セミナー 

③施設の設置目的・目

標 

（成果指標） 

【設置目的】 

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 60.0%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 

⑤ 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 162,000人 

利用率  59.0%以上 

  

◎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

・ 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

ることをめざして大阪市立男女共同参画センター南部館の施設

運営方針を定め、地域における男女共同参画を推進するサテラ
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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） 

イト機能を有する館として施設運営を行った。 

・ 「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。 

・ 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、南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、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。 

・ 施設の利用促進・有効活用として、施設運営・事業運営に関す

ること等を発信する館ニュース『南風』を毎月発行した。（毎

月500部発行） 

・ ホール利用促進のためホールを使った「夏のファミリーＪＡＺ

Ｚコンサート」や「ダンスコンプレックス2019」を開催するほ

か、魅力発信のためのプロモーションビデオの作成を行った。 

・ 利用者モニタリング・自己点検として、施設利用者懇談会など

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。 

 

○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

を紹介するとともに、男女共同参画施策に関する情報を幅広く

提供した。 

・ 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、資料等の収集と提供及び情報相談を行った。また、

ブックフェアの開催、おはなし会＆おんがく会（絵本の読みき

かせと楽器等演奏）を実施した。 

 

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） 

・ 男女共同参画施策の推進拠点として、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体系的に実施し

た。（年30回実施） 

主要テーマは、次の３項目 ※具体的セミナー名 

（１）「女性のライフコースに合った自立への支援」 

   ※認知症への不安をなくそう！など 

（２）「男性の参画へ向けた支援」 

   ※パパ力ＵＰ塾など 

（３）「地域における男女共同参画推進」 

   ※暮らし安心塾など 

上記以外にもテーマあり 

 

・ コラボ型セミナー（３回）、地域出前セミナー（12回） 

 

〇男女共同参画に係る問題に関する相談 

・ 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。 

 

〇男女共同参画社会の形成に関する啓発 

・ 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
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（３事業）の実施、地域の商店街や生涯学習施設と連携・協力

した事業などに取り組んだ。 

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

健康支援に関する自主事業を実施。（28事業 受講者数3,503

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） 

・ 地域のグループ等の連携事業として、各種事業を展開 

「12歳のハローワーク」 

大阪市内南エリア在住の小学6年生を対象に、地域の商店街

や企業（17ヶ所）での仕事体験や、働いている人の話を聴

き、将来の仕事や生き方について考えてもらうための機会

を提供 

参加者数75人、受入先事業者数19 

  「ワークショップフェスティバル ドアーズ」 

古典芸能からポップカルチャー、最新アートなど「ちょっ

と興味がある、一度やってみたかった」というニーズに応

える多彩な体験型ワークショップを実施 

参加者数235人 

  「ベビママサロン」 

ママ同士が繋がる場を提供するとともに、低稼働の和室を

有効活用し、子育て支援事業を実施 

参加者数173人 

「なかよしキッチン♪からだにやさしい季節のレシピ」 

季節の食材を使った調理を通じて、健康づくりおよび世代

間交流を図る事業として、毎月開催 

参加者数266人 

  「宿題とおやつの会」 

地域課題である子どもの貧困解決に向けた取組みとして、

平野区学力サポート事業指導員の協力のもと、小学生を対

象に学習支援と食育の機会を提供        など 

・ 上記のほか、就労支援機関等と連携したセミナー（10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。 

 

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            61,044,974円 

【支出】合計              61,044,974円 

    （内訳）人件費          36,982,554円 

          事務費            3,364,737円 

          施設の管理運営      20,332,046円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

3,214,954円 

事業体代表者より充当  -2,849,317円 

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。 
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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。 

・ 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。 

大学生インターンシップ ２人 

・ 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 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 
・ 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 

・ 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。 

◎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、地域と密着し
た特徴的で工夫をこらした事業を展開するとともに、男性
が参画しやすい魅力ある講座を多く開催しているなど、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。 
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、共同体の強みを生かした利用者への対応
などにより、100％と非常に高い利用者満足度を得ている点
や、使用申込み手続き変更に対するきめ細かな対応、プロ
モーションビデオによる魅力発信及びスタッフの顔の見え
る化など利用促進の取組、ホールの有効活用の事業などを
積極的に行っている点は評価できる。 
令和元年度については、吊り天井脱落対策の工事でホー

ルの供用停止期間もあるが、引き続き、利用率の向上に向
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ＬＥＤ照明への交換など
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

の取り組みは実施されている。また、電力需要対策として

も節電に協力し、省エネルギーの推進に努めている。 

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」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

Ａ 
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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。 

地域との連携については、これまでのつながりを活かし

積極的に事業展開を図っており、様々な観点からの事業に

取り組み、新たな試みも行っている点は評価できる。 

引き続き、クレオ大阪５館全体で情報共有を行い、今後
も地域との連携を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期待したい。 

 

２ 外部専門家等の意見 

・ 従来から地域に根差した事業展開をしており、地域資源の橋渡しにより、新たな事業展

開も進めていると評価できる。 

・ 利用率について、近辺の他施設との競合もあるものの、向上するような取組を引き続き

実施してほしい。プロモーションビデオについて、クオリティが高く、外注せずに作成

していることが評価できる。 

・ 「ニュースを読む」のようなセミナーはメディアリテラシーを高めるために必要なもの

で今後も是非続けて実施してもらいたい。 

・ 体験型での公募フェスタについては、新たな仕掛けとして創意工夫されている。 

・ また、宿題とおやつの会といったこどもの貧困解決に関する取組として貴重な事業も実

施しており、今後も続けてもらいたい。 

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 

クレオ大阪の設置の趣旨・目的を踏まえ、地域と密着し
た特徴的で工夫をこらした事業を展開するとともに、男性
が参画しやすい魅力ある講座を多く開催しているなど、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。 
施設利用については、利用人数や利用率は目標には達し

ておらず、利用率向上のための取組を継続して行うことが
望まれる。一方で、100％と非常に高い利用者満足度を得て
いる点や、使用申込み手続き変更に対するきめ細かな対
応、プロモーションビデオによる魅力発信及びスタッフの
顔の見える化など利用促進の取組、ホールの有効活用の事
業などを積極的に行っている点は評価できる。 
令和元年度については、吊り天井脱落対策の工事でホー

ルの供用停止期間もあるが、引き続き、利用率の向上に向
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ＬＥＤ照明への交換など
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

の取り組みは実施されている。また、電力需要対策として

も節電に協力し、省エネルギーの推進に努めている。 

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 
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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。 

地域との連携については、これまでのつながりを活かし

た事業展開に加え、当館が仲介となることで事業者同士の

つながりを生み、さらに事業展開していくというような、

新たな試みを行っている点が評価できる。 

また、地域と連携し、こどもの貧困解決に関わる事業を

工夫して実施している点が評価でき、引き続き取り組まれ

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

も地域との連携を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 


