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平成２９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 

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 

③評価対象期間 平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

④指定期間 平成２７年４月１日 ～ 平成３２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 

利 用 率  ７０．３％    

利用人員  ２８９，８３４人 

使用料収入 ５２，１４４，８１０円 

スタッフ対応満足度  

大変満足・満足：99.8% 不満・大変不満：0.2%  

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。 

目標は平成32年３月時点で利用率72.5％以上としており、成果指

標としては、利用者満足度、講座受講者満足度とも各90％以上とす

るとしている。 

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） 

年間利用者数 332,000人 年間稼働率 72.1％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） 

・ 維持管理計画を作成し、施設・設備の予防保全、安全性、衛生管

理等の観点から適切な維持管理業務を実施している。また、経年

劣化による設備や施設の不具合の発生が予測されたことから、設

備管理も経験と実績を持つ構成員を中心として、緊急度・重要度

の高い維持補修を優先的に経費を投入するなど、効果的・効率的

な施設の維持管理を行った。 

・ 貸室の利用申込みには公正な抽選を実施する等、平等利用を確保

している。また、平成29年2月からの申込手続の変更について

も、大きな混乱なく申込受付業務を遂行した。 

・ 定期的な館内巡回、巡視点検をはじめ、防犯・防災や危機管理に

関する体制を確立するとともに、ＡＥＤの設置や消防訓練などす

べての職員スタッフが迅速で適切な対応ができるよう安全管理体

制を徹底するとともに、事故や防犯に対応するマニュアル等を活

用し緊急時に備えた。 

・ 平成29年８月１日から実施していた吊天井耐震工事（ホール、交

流サロン、情報・図書コーナーの一部）については、順調に終了
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し、交流サロン、情報図書コーナーは平成30年１月10日から、ホ

ールについては平成30年３月１日から供用を再開した。 

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ている。 

・ 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。 

・ 女性のチェレンジ応援サイトの運営として、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。 

・ 情報・図書コーナーの運営について、吊天井耐震工事のため、平

成29年７月17日から平成30年１月８日まで開架スペースを縮小

し、開室時間を短縮して業務を行った。１月10日からのリニュー

アルオープンに伴い、レイアウト変更や絵本コーナー設置等と共

に、新規利用者獲得のため事業をおこなった。新規登録者を含む

6,857名の利用があった。 

・ 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」を毎月1,000部発行した。 

・ 男女共同参画セミナーとして、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団体等との協議（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、「男女雇用機

会均等法の意義とこれから」のセミナーを学生団体との共催実施

により、次世代の担い手である学生への理や広がりにもつなげる

ことができた。また、「パワハラ予防・解決セミナー」を対象者

の利便性に考慮して、産業創造館で行ったり、「ビブリオバトル

入門セミナー」を近隣の吉祥寺で実施することで地域への広がり

を図るなどの新たな取り組みを行った。 

・ 地域における男女共同参画を推進するため、4区を担当区として地

域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、受講者数は延べ347人となり、好評を得た。 

・ 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。 

・ 女性が抱える様々の問題を整理し、相談者の自尊感情の回復、自

立につながるようサポートを行った。また、「女性総合相談セン

ター」のリーフレットを作成し（5,000枚）広報を強化した。 

・ 女性のためのチャレンジ相談として、就業の場や地域をはじめ、

様々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。また、東部館「お仕事相談」西部館「ライ

フプラン相談」については、関連性が高いため、各館に呼びかけ

担当者合同会議を実施し、連携を図った。 

・ 男女共同参画情報誌「クレオ」を作成し、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、SDGｓや♯MeTooなどタ

イムリーな情報提供を行った。（年4回季刊に発行計45,000部） 

・ 男女共同参画週間に合わせた啓発（６月）、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）を実

施し、ポスター掲示、のぼり等の設置を行った。 

・ 女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせた啓発を11月に行い 
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パープルリボン、オレンジリボンののぼりを館周辺に設置し、リ

ボンのツリーを展示、また、ＤＶや児童虐待関連情報の掲示を行

い広く市民に啓発した。 

・ 自主事業については、男女共同参画施策の推進拠点として、女性

の能力発揮・就業支援に関する事業のほか、男性の育児参加促進

を目的とした「イクメン写真コンテスト及び作品展」やＤＶ防止

関連シンポジウムを実施した。各種事業を実施する際には対象層

のライフスタイルに配慮した開催日時や内容を設定し、満足度の

高い講座を提供した。 

 

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

携協力として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。また、地域のイベント等を活用し

た啓発として、「天王寺区子育て情報博覧会」へのブース出展、近

鉄百貨店上本町店への子育てイベントへの出展、「関西テレビ『キ

ャラぱら！』」におけるジャンプちゃん（クレオ大阪キャラクタ

ー）出演による施設PRを行った。 

・ 地域のグループやＮＰＯ等との連携事業として、男女共同参画週

間のイベント「女性活躍促進」「子育て支援」「地域への参画」等

をテーマとした事業「クレオ中央☆わいわいサタデー」を開催し

たほか、地域団体・事業者などの有志による実行委員会を立ち上

げて「クレオ大阪中央フェスタ」を開催し、参加者からは大変高

い評価を受けた。 

 

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            269,539,560円 

【支出】合計              269,539,560円 

    （内訳）人件費          147,890,732円 

          事務費            16,960,938円 

          施設の管理運営       51,840,851円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

53,769,609円 

        事業体代表者より充当    ‐922,570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

ントローラーを設置し、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。 

・利用者の要望の高いホール三点吊りマイク設備の交換について、

市の経費によらず指定管理者代表者の寄付（189万円）により実施

した。 

 

 

 

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 

・ 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

ネルギーの推進に努めた。 

・ 採光の有効利用による消灯の拡大し節電に努めた。 

・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
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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。 

・ 就労支援として障がいがある方の雇用も促進している。 

・ 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） 

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。 

・クレオの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

的に推進した。 

②上記についての成果や

望まれる対応等 

上記を実現するために、多様な事業に取り組んだ。  

・クレオ5館の統括的役割を担う基幹的センターとしての取組み 

 ＞５館連絡調整会議としてクレオ大阪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。 

 ＞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。 

 ＞基幹的センター機能を持つ館として、クレオ大阪5館の企画連絡

調整を行い、大阪市のワーク・ライフ・バランス月間の関連事

業、女性の活躍促進をテーマとしたセミナーや地域防災を担う

女性人材の育成を目的としたセミナー等を実施した。 

 ＞男女共同参画情報誌「クレオ」を作成し、各クレオ大阪で実施

している男女共同参画施策の情報や各男女共同参画セミナーな

どの事業を一体化させタイムリーな情報提供を実施した。 

・地域における男女共同参画 

 ＞セミナーとして地域活動をはじめるきっかけや仲間づくりの方 

 法などを学ぶ地域デビュー応援セミナーや女性のための防災 

教室など、様々な地域密着型セミナーを開催した。 

・調査・研究事業の実施 と情報共有 

＞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。平成29年度は『20～50代男性の男女共

同参画および女性活躍推進に関する意識等調査』を実施し、 

情報誌やＨＰ等での研究結果を情報発信した。調査研究結果の5

館共有を図り、各事業の企画のための参考とした。 

・相談事業の実施 

 ＞女性総合相談センター機能をもつ施設として、クレオ各館で実

施される各相談事業について、相談員を派遣し、電話・面接対

応・集約等を実施した。また、「女性総合相談センター」のリ

ーフレットを作成し（5,000枚）、広報を強化した。 
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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 

使用申込み手続き変更に対するきめ細かな対応や、ホールの

利用案内パンフレットの作成及びダイレクトメールなどによる

利用促進に向けたPR活動により、年間利用率70％を維持するこ

とができ、高い利用者満足度を得ている点は評価できる。 

しかしながら、年間利用者数年度目標の332,000人に対し

289,834人と低迷し利用率についても目標の72.1％に及ばない

70.3％であった。30年度以降は、利用率向上に向けて取り組む

よう努められたい。 

B 

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、人件費や光熱水費などの経費削

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

を行うとともに、啓発事業等経費の縮減も行い事業計画書に沿

った運営を行った。 

利用者の要望が高い設備の交換について、市の経費に頼らず

指定管理代表者の寄付により実施した。 

B 

③社会的責任・市の施策

との整合性に対する評

価 

館内ゴミ箱の撤去、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、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。 

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ている。 

本市が重点的に取り組んでいる「女性の活躍促進」に関する

取組みをはじめ、男女共同参画社会の形成に関する多様な事業

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の役割を果たして

いることは、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 

・事業内容は充実しており、概ね良好に推移している。 

・ＮＰＯなど様々なところと連携しており、地域にでていっている、アウトリーチをしている点

は評価できる。 

・高校生も巻き込んでいっているが、地域の高校生たちに女性活躍など男女共同参画について知

ってもらい、次世代の啓発につながっていけば、なおよい。 

・調査研究については、今後その結果を踏まえたセミナーを企画するなど、成果を活用していた

だきたい。 

・ホール利用率については、工事の影響があり、やむを得ないと考える。 

・アウトリーチの取組をしっかりとしており、事業内容については高く評価できる。 

・子育て世代に関する施策は、妊娠から出産、育児までのサポートといった動きが広がりつつあ

り、地域で拠点づくりが進んでいる。そういった組織との連携も考えて事業を展開していって

ほしい。 

・高齢者への対応、多文化への対応については、非常に魅力的な事業に取り組まれている。今後

も引き続き取り組みを期待する。 
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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 

使用申込み手続き変更に対するきめ細かな対応や、ホールの

利用案内パンフレットの作成及びダイレクトメールなどによる

利用促進に向けたPR活動により、年間利用率70％を維持するこ

とができ、高い利用者満足度を得ている点は評価できる。 

高齢者への対応、多文化への対応については、非常に魅力的

な事業に取り組まれている。今後も引き続き取り組みを期待す

る。 

いろいろな団体等との連携を行っており、アウトリーチしな

がら事業展開している点は評価できる。 

しかしながら、年間利用者数年度目標の332,000人に対し

289,834人と低迷し利用率についても目標の72.1％に及ばない

70.3％であった。ホール工事の影響などやむを得ない面もある

が、引き続き利用率向上に向けて取り組むよう努められたい。 

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、人件費や光熱水費などの経費削

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

を行うとともに、啓発事業等経費の縮減も行い事業計画書に沿

った運営を行った。 

利用者の要望が高い設備の交換について、市の経費に頼らず

指定管理代表者の寄付により実施した。 

B 

③社会的責任・市の施策

との整合性に対する評

価 

館内ゴミ箱の撤去、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、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。 

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ている。 

本市が重点的に取り組んでいる「女性の活躍促進」に関する

取組みをはじめ、男女共同参画社会の形成に関する多様な事業

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の役割を果たし

ていることは、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 


