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平成２８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２８年４月１日 ～ 平成２９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。 

③ 利用状況の概要 

利用率 54.9％   利用人員 159,259人 

使用料収入 21,700,640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60％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 80％以上とし
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156,000人以上 年間稼働率56.6％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） 

・ 施設維持管理にかかる業務は協定書に基づき実施しており、利用

者が安全で安心して利用できるよう利用者の立場で施設の管理と

施設整備の維持管理に努めた。 
・ 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。 

・ 運営体制の確立、緊急連絡体制の徹底、火災発生時の体制、対応

を再確認し緊急事態における利用者の安全確保を強化するととも

に、危機管理対応のための普通救命講習の受講のほか、消防訓

練・エレベーター閉じ込め救出訓練など各種訓練を積極的に実施

している。 
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

・ 南部館は「魅力あるまちづくり」に重点的に取組む拠点施設とし

て、また、地域における男女共同参画を推進するサテライト機能

を有する館として館運営と事業を一体的に実施し、最大限の事業

効果を発揮することをめざして南部館施設運営基本方針を定め
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果、利用者満足度の把

握・反映状況、自主事業

等の実施状況） 

て、その目標達成に向けた事業を行った。 
・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。 

・情報誌「クレオ」やホームページ、ＳＮＳの活用、館ニュースの

発行などにより、男女共同参画の推進に関する諸情報を広く発信

し、市民に提供することにより、男女共同参画に関する啓発及び

ホール並びに各諸室の利用促進につなげた。 

・施設利用、職員対応等について、アンケートを実施するととも

に、館内にご意見箱（クレオ・Voice）を設置し、利用者からの要
望、苦情等を把握し、迅速な対応を心がけることで、利用者満足

度の向上を図っている。 
・施設利用者懇談会を実施し、意見収集・意見交換を行い利用者視

点での課題改善に取り組んだ。 
・また、参加者提案で決めたテーマに関心のある方が集い、意見交

換を行う「ステークホルダーミーティング」を月１回実施し、参

加者間の新たな繋がりを生み出せる場を提供した。 
・南部館ホームページを全面更新し利用者によりわかりやすい内容

としたり、二次元コードを各部屋に貼付、部屋の写真、使用料、

設備などが確認できる環境を提供するなど利用しやすい環境づく

りに努めた。 

・男女共同参画施策の推進拠点として、次世代育成、男性の参画へ

向けた支援、地域における男女共同参画推進、女性のライフコー

スに合った自立支援のジャンルにおいて対象を明確に定めた事業

を実施している。 

・自主事業としては、子育て中の母親のネットワーク支援と当館施

設の有効活用を目的として「クレオおやこＪＡＺＺ２０１６」を

実施し、地元企業からの協賛金（広告枠）を得るなど、地域の幅

広い賛同と地域密着施設としての存在感を示した。 
・その他では、「こころとからだの健康支援」に関する講座や子育て

支援の観点からの事業、女性の能力発揮・就業支援関連の講座

等、様々な自主事業を実施した。 

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の取組みをさらにすすめるため、市

民、ＮＰＯ団体等との連携による「コラボ型男女共同参画セミナ

ー」を開催し、好評を得た。 
・ 平野区の団体・有志から成る実行委員会による「真田幸村ゆかり

の平野の町を楽しむ」の6月のマンスリー企画に協力施設として
参画した。 

・ ホール前ホワイエにて、演奏グループ「ママプラスひらの

Merry」の協力を得て、ホール利用がない午前中などを利用して
公開練習を月1回程度実施して、親しみやすい館をめざして賑わ
い創出を図った。また1年間毎月1回平野区を中心に活動している
「ママプラスひらのMerry」と「平野図書館絵本の会」、東住吉区
の「わらべうたベビーマッサージ」等と協働して地域の親子を対

象に「おんがくかい」と「絵本の読み聞かせ会」を実施した。 
・ 「平野区食生活改善推進員協議会」との共催で調理実習を通じ

て、健康づくり及び参加者・世代間の交流を図る「なかよしキッ

チン♪からだにやさしい季節のレシピ」事業を実施し、地域との

交流を図った。 
・ ステークホルダーミーティングの参加者間で議論が深まり、「子ど

もの貧困」に注目し、「子ども食堂」の実施を企画しようとする南

部館を拠点とする新たなグループが結成された。 
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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             64,154,528円 

【支出】合計               64,154,528円 

    （内訳）人件費          33,480,000円 

          事務費            2,530,000円 

          施設の管理運営       24,704,528円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

3,440,000円 

② 市費縮減に係る取組
み 

・ＬＥＤ照明への交換（順次）、利用者の安全に支障を生じない共用

部分の減灯やこまめな消灯、利用者の健康に影響を与えない範囲

での適正な空調温度に努めるなど光熱水費の縮減を図った。 

・広報のチラシや冊子のデザイン、セミナーの講師を職員が担い、

業務の内部化を行うことで、事業経費の削減を図った。 

 

 

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 

・ 館内ごみ箱の撤去及び、リサイクル資源の回収ボックスを設置す

るなど、廃棄物の削減やリサイクルの推進に努めている。 

・ 採光の有効利用による消灯の拡大、照明の間引きや、ＬＥＤ照明

の導入など、節電に努めるとともに、空調の温度設定（夏季は

28℃、冬季は20℃）など、利用者の協力を得ながら、年間を通じ

て省エネルギーの推進に努めた。 

・ 大学生を対象にしたインターンシップの受け入れやこども青少年

局主催の大阪市若者自立支援事業に協力した。 

・事業体代表者の個人情報保護方針に則って、個人情報を取扱い、従

業員に周知徹底し、月１回の点検を行った。 

 

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た。 

・クレオの5館の統括的役割をもつ中央館と連携するとともに、5館

の有機的な連携を進め、成功事例や課題を共有し効果的に施策を

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。 

・他館との連携 

＞ クレオ大阪5館で共通して実施する事業について他館と連携・

意見交換等を行い、効率的な事業運営を図った。情報誌クレオ

については、5館連携して発行した。 

・地域と連携した男女共同参画社会の形成に向けた普及啓発・セミ 

ナーの実施 

＞こどものキャリア形成支援事業「12歳のハローワーク」では、

大阪市内南エリアに在住の小学６年生を対象に、地域や商店街

や地元企業の協力を得て、職場での仕事体験などをとおして、

将来の仕事や生き方について考える機会を昨年度に引き続き提

供した。 

 ＞地域団体等と連携し「地域のつながりをつくる」、「女性にのチ

ャレンジ支援」、「子育て世代の支援」を目的に「わくわくマー

ケット」を開催し、地域団体間の交流の場や地域で活動する女

性に活躍の場を提供した。 
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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 

利用者の意見を直接聞く利用者懇談会や月1回のステークホ

ルダーミーティング、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、99.8％と高

い利用者満足度を得ている点は評価できる。 

地域のグループやＮＰＯとの連携による施設の有効活用や

事業を展開するなど、多彩な事業や啓発活動が実施できてい

る。  

しかしながら、年間利用者数は159,259人と目標の156,000人

を超えているが、施設利用率は目標の56.6％を下回り54.9％、

と低迷であった。平成29年度以降は、利用率向上にむけ取り組

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、経費を抑えながら効用を最大化

する施設・事業運営を行い、事業計画書に沿った運営を行っ

た。 

Ｂ 

② 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。 

就職困難者への取組みとして、大学生インターシップの受け

入れやこども青少年局主催の大阪市若者自立支援事業に協力し

ている。 

第２次大阪市男女きらめき計画の後半期の主な課題である

「地域で活躍する女性の支援」を実現するため工夫をこらした

事業実施を行った。 

Ｂ 

③ 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

る事は、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 

・多様なイベントを実施しにぎわいを作っているなど活動全体は評価できる。 

・昨年度に引き続き実施している「12歳のハローワーク」はとてもよい事業であり評価できるの

で引き続きの取組みを期待する。 

・市社協や地元企業の協力を得て事業を行っていることは評価できるので引き続き取り組まれた

い。 

・稼働率が54.9％は低いので、更なる稼働率向上の取組みを行っていただきたい。 

・事業全般について、ウェイティングでの事業、アウトリーチでの事業など様々であるが、今後

の事業展開の道筋をもって行うことが大事である。良い事業を実施していくだけでなく、地域

の人材育成を図り、その事業を託せる人を見つけていくということができればいいと思う。 

・地域の世帯動向などを調査して事業展開することが望ましいと考える。難しいとは思うが検討

をお願いする。 
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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 

利用者の意見を直接聞く利用者懇談会や月1回のステークホ

ルダーミーティング、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、99.8％と高

い利用者満足度を得ている点は評価できる。 

地域のグループやＮＰＯとの連携による施設の有効活用や

事業を展開するなど、多彩な事業や啓発活動が実施できてい

る。  

しかしながら、年間利用者数は159,259人と目標の156,000人を

超えているが、施設利用率は目標の56.6％を下回り54.9％、と

低迷であった。平成29年度以降は、利用率向上にむけ取り組む

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、経費を抑えながら効用を最大化

する施設・事業運営を行い、事業計画書に沿った運営を行っ

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。 

就職困難者への取組みとして、大学生インターシップの受け

入れやこども青少年局主催の大阪市若者自立支援事業に協力し

ている。 

第２次大阪市男女きらめき計画の後半期の主な課題である「地

域で活躍する女性の支援」を実現するため工夫をこらした事業

実施を行った。 

Ｂ 

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

る事は、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 


