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平成２８年度 大阪市立男女共同参画センター南部館 事業報告 

指定管理者 

団体名 大阪市男女共同参画推進事業体（南） 

(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) リッジクリエイティブ株式会社、グローブシップ株式会社 

主たる事務所の所在地 大阪市天王寺区上汐 5丁目 6番 25号 

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 理事長 槇村久子 

指定期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

 
施設概要 

施設名 大阪市立男女共同参画センター南部館(クレオ大阪南) 

所在地 大阪市平野区喜連西 6丁目 2番 33号 

施設規模 構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

地下 1階地上 7階建塔屋付建２棟のうち、東棟 1階から 3階  

延床面積：3,124.49㎡ 

主な施設 1階 ホール、控室 1・2、情報・図書コーナー、展示ギャラリー、事務室 

2階 会議室、和室、保育室、交流サロン 

3階 研修室、音楽室(多目的室)、クラフト調理室、相談室 [しごと情報ひろば] 

※[ ]の運営は指定管理者としての業務に含まない。(平成 28 年 9 月 20 日、平野区役所に移転) 

 

 

１．指定管理業務の実施状況  

（１）施設の管理運営 

  大阪市立男女共同参画センターの設置目的、「大阪市男女共同参画基本計画(第２次大阪市男女きらめき

計画)」に基づき、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イト機能を有する館として、その目標達成に

向けた事業を行った。 

 

（２）施設の管理・運営に関する業務 

  ア 施設全般の管理運営 

  イ 施設の総合管理業務 

  ウ 施設の貸館運営業務 

  エ 「使用料の徴収及び収納事務委託契約」に基づく使用料徴収及び収納事務 

  オ 指定管理者による利用者モニタリング及び自己点検の実施 

  カ 関係機関、利用者等との会議等 
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２．利用状況 

（１）年間利用状況 

開館日数 301日 

利用率 利用者数 施設使用料収入 

54.9％ 159,259人 
21,740,660円 

（免除・後納を除く） 

（２）利用者モニタリング 

ア 施設利用者アンケート 

内容 大変満足 概ね満足 満足度 やや不満 大変不満 不満足度 

窓口スタッフの対応 

(n=1,839) 
67.0 32.8 99.8％ 0.1 0.1 0.2％ 

施設・設備 

(n=1,839) 
63.8 35.0 98.8％ 1.1 0.1 1.2％ 

イ ご意見箱 受付数： 9件 

ウ 施設利用者懇談会 年１回実施 

エ ステークホルダーミーティング 毎月実施 

 ３．実施事業 

 (１) 男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供 

ア 男女共同参画社会の形成に関する諸情報の収集、提供 

① 「クレオ大阪ホームページ」や情報誌「クレオ」の編集・発行協力 

「クレオ大阪ホームページ」や、情報誌「クレオ」の編集・発行に協力しながら、南部館の施設や事業を紹

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収集・提供した。 

② クレオ大阪ホームページ、ＳＮＳの活用 

ホームページを刷新し、よりわかりやすいページづくりとともに、情報の最新性の維持に努めた。また、ス

タッフブログや、ツイッターを活用し、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。 

 

③ 館ニュースの発行 

施設運営・事業運営に関すること等を発信する広報媒体として、クレオ大阪南・月イチ通信『南風』を毎 

月発行した。 

 

イ 情報・図書コーナーの運営 

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おこなった。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。 

貸出時間 9時 30分～21時 30分 

休室日 

休館日：月曜日・祝休日の翌日(休日の場合は開館)、 

年末年始 … 貸出期間の延長を実施した 

特別整理期間 12月 6日～10日 

貸出冊数 図書・雑誌 15冊、ビデオ 3本 貸出期間 2週間 
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① 利用実績 

新規登録者数 利用者数 利用冊数 
情報相談 

件数 

ネット予約 

登録者数 
予約冊数 

258人 3,948人 13,982冊 398件 121件 500冊 

② 収集資料数 

 図書 DVD ミニコミ誌／商業雑誌 

平成 28年度収集数 271冊 4本 
5誌 

総 数 17,020冊 281本 

ウ ブックフェア等の開催 

毎月新着図書、ブックフェアの他、さまざまなテーマで実施した。 

エ おはなしかいとおんがくかい 

平野区を中心に活動している「ママブラスひらのＭｅｒｒｙ」や「平野図書館絵本の会」、東住吉区「わらべうた

ベビーマッサージ」等と協働し、毎月第 3 火曜日に地域の親子を対象に「おんがくかい」や「絵本の読み聞か

せ会」などを実施した。 参加者数 299人（こども 133人、おとな 166人） 

(２) 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 

ア 男女共同参画セミナー 

男女共同参画社会の実現に向けて、「女性のライフコースに合った自立への支援」、「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」などを主要テーマとし、体系的に実施した。 

次世代育成 

事業の名称 ねらい 回数 受講者数 

ニュースを読む① 

選挙が変わる！ポイント解説 

メディア･リテラシーを身につけ、「男女共同

参画」に関連する問題の日常性を認識する。 
1 33 

発達障がいのある子どもの子育て 

～就学前編 

事例紹介や受講者同士の交流を通して、保

護者の不安軽減を図る。 
2 45 

わくわく親子塾② 

なにわ伝統野菜で豚汁をつくろう！ 

「食育」をテーマに、地域の伝統野菜の収穫

と調理を親子で学ぶ。 
1 58 

わくわく親子塾③リケジョ応援！ 

サイエンスガールの実験室 

これからの女子生徒の進路の選択肢をより具

体的に増やしていくこと狙う。 
1 31 

男性の参画へ向けた支援 

事業の名称 ねらい 回数 受講者数 

ニュースを読む② 

2016年下半期大予想！ 

2016 年上半期の重大ニュースの総括と、下

半期予想についてポイントを解説する。 
1 34 

ニュースを読む③ 

2017年の動向を読む 

2016年をふりかえり、2017年の予想について

ポイントを解説する。 
1 27 

わくわく親子塾 

夏休み工作ワークショップ 

子どもにはものづくりの楽しさを、親には子どもとの

コミュニケーションの大切さを感じてもらう。 
1 35 

いいシゴトしよう② 

じぶん色で男の印象アップ！  

仕事やプライベートでの印象など、「なりたい

自分」に合わせた色づかいについて学ぶ。 
1 11 

 



- 4 - 

 

地域における男女共同参画推進 

事業の名称 ねらい 回数 受講者数 

暮らし安心塾① 

ご近所トラブルで困っていませんか 

安心して地域で暮らすことを目的に、ご近所

トラブルの実例とその対策について学ぶ。 
2 42 

暮らし安心塾② 

認知症ってなんだろう？ 
認知症への理解を深める。 2 54 

暮らし安心塾③ 

防災サインの視点から安全な避難を考える 
「マイ防災マップ」をつくる。 4 96 

暮らし安心塾④ 

わたしのエンディングを考える 

認知症になった際の日常生活や介護施設の

選択、現代葬儀事情について学ぶ。 
4 136 

女性のライフコースに合った自立への支援 

事業の名称 ねらい 回数 受講者数 

素敵エイジング① 

おなかがキレイになる生活習慣 

自分自身の生涯を通じた健康維持の大切さ

を認識する機会とする。 
2 60 

素敵エイジング② 

ドライマウス・口腔乾燥症 

生涯を通してより快適な生活をめざすための

健康セミナー 
2 52 

素敵エイジング③ 呼吸器系アレル

ギー疾患を改善するからだケア 

アレルギーの原因を知り、生活習慣の改善を

通して、健康を保つ意識を高めることを狙う。 
1 27 

いいシゴトしよう① 

ボイストレーニングで自信アップ！ 

自信をもっていきいきと働くために役立つス

キルを高める。 
1 28 

いいシゴトしよう③ 

魅力的なプレゼン資料づくり 

自信をもっていきいきと働くために役立つス

キルを高める。 
1 38 

イ コラボ型男女共同参画セミナー 

地域における男女共同参画の取組みをさらに進めるため、市民・NPO 団体等との協働（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」を募集し、1団体を選考し、実施した。 

事業の名称 ねらい 回数 受講者数 

マタニティブルーよ さようなら！ 

東洋医学的アプローチ 楽しい鍼灸講座 
産前産後のケアを知り、育児を楽しむ。 5 22 

ウ 就労支援機関等と連携したセミナー 

大阪市しごと情報ひろばマザーズと連携、子育て中の母親が再就職へと繋がる事業を実施した。 

事業の名称 回数 受講者数 

仕事も家族も大事にできる！ママのためのキャリアデザイン 2 26 

ママきら☆お仕事発見セミナー ※   

 

子育て中でも、ブランクがあっても大丈夫！輝くママになろう！ 1 14 

就活力を磨く 女性のためのアンガーマネジメントセミナー 1 17 

就活力を磨く あなたがキラッと輝く自分発見セミナー 1 6 

※「ママきら☆お仕事発見フェア」(マザーズ主催)を同時開催した。求人やメイクレッスン、カウンセリングブ

ース等、マザーズとの連携により、より具体的な女性の活躍促進に向けた取組みを進めた。  

[参加者数 のべ 150人 協力: バルーンアート同友会、hahaco*スマイルプロジェクトほか] 

エ 出前講座セミナー 

地域における男女共同参画を推進するため、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区を担

当区として、各区防災 1 コマ、その他テーマ 1 コマの出前講座を実施した。 
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区 
受講者数 

① 防災 ② その他 [テーマ] 

阿倍野区 39 25 [DV・デート DV] 

住之江区 51 39 [認知症サポーター養成] 

住吉区 7 33 [終活 エンディング] 

東住吉区 44 15 [お父さんの育児応援] 

平野区 9 22 [アンガーマネジメント] 

西成区 20 27 [ご近所トラブル] 

 

実施状況 

 事業数 
実施 

回数 
定員数 

応募 

者数 

受講者数 のべ受講者数 

女性 男性 計 女性 男性 計 

男女共同参画セミナー 17 30 540 535 387 107 494 605 202 807 

コラボ型セミナー 1 1 30 10 10 0 10 22 0 22 

就労支援機関連携セミナー 4 5 140 59 50 0 50 63 0 63 

地域出前セミナー 12 12 387 329 278 51 329 278 53 331 

合計 34 48 1,097 933 725 158 883 968 255 1,223 

オ インターンシップ事業 

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 2人、大阪市若者自立支援事業 1人］ 

カ 市民との連携、協働により男女がともに参画する魅力あるまちづくりの推進に資する事業 

① １２歳のハローワーク～はたらく楽しさ、発見しよう！ 

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る機会を提供した。 

・ キャリアトーク講演会 7月 17日  参加人数：70人 

・ 仕事体験 7月 23日～8月 5日 仕事体験 [受入協力 15事業者 参加人数：72人] 

・ 子どもチャレンジショップ 9月 3日 参加人数：3人 

② わくわくマーケット 

「地域のつながりをつくる」、「女性のチャレンジ支援」、「子育て世代の支援」を目的に、館全体を使っ

て、みんながわくわくするようなおまつりを開催した。 [9月 3日 参加人数：993人] 

[協力：喜連中学校奏楽部、当館を拠点に活動するグループ、hahaco*すまいるプロジェクトほか] 

③ 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実習を通じて、健康づくりおよび参加者・世代間交流を図る事業として、後半

期に毎月開催した。 

[全 6回 参加者数：127人 共催：平野区食生活改善推進員協議会] 

④ 自主グループによる演奏 

施設の賑わい創出のための「公開練習」をホール前ホワイエにて月 1回程度実施した。 

[協力：ママブラスひらのＭｅｒｒｙ] 
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⑤ 保育室開放デー 

主催事業・貸室利用が比較的少なく、暑さ寒さの厳しい時期に、親子が安心して遊び・交流でき

る場として、保育室を一般開放した。午前・午後 

時季 回数 保護者 子ども 計 

夏季 6回 16 18 34 

冬季 5回 10 15 25 

キ 一時保育・手話通訳の実施（自主事業を含む） 

① 一時保育事業 

子育て期の男女や保護者の参加を促進するために、一時保育を実施した 

 1～3歳未満 3歳～就学前 計 

年齢別 11 14 25 

② 手話通訳 

利用なし 

 (３) 男女共同参画にかかる問題に関する相談 

① 女性のための悩み相談 

中央館(クレオ大阪 女性総合相談センター)からの出張相談員による「女性のための悩み相談(面接相

談)」を相談室にて実施した。夫婦関係に関する相談が最多(8件)であった。 

相談項目 内容 面談件数  

女性のための悩み相談 (面接相談) 火・木曜日 10時～16時 11 

② 相談室等の有効活用 

相談項目 内容 相談件数 

しごと情報ひろばマザーズ出張就労相談 金曜日 14時～16時 27 

 (４) 男女共同参画社会の形成に関する啓発 

     ア 様々な記念週間等に合わせた啓発 

①男女共同参画週間 (6月) 

ブックフェアの実施、男性のレシピコンテスト結果展示、男女共同参画週間ポスターの掲示等 

②大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間 (8月) 

主催事業の広報物にロゴマークを掲載するなど、施策の普及に努めた。 

③乳がん月間 （10月)  

乳がん検診（南部館での実施）にあわせた関連情報の掲示 

④女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせた啓発 （11月） 

「ＤＶ防止ワークショップ」では、日常に潜む暴力について考える展示や、パープルリボンのオブジェ

を作成した。 

イ 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 

① 交流サロンの運営 

施設利用者の打合せや連絡・交流の場として、または学習などで利用できるスペースとして、交流サロ

ンを提供した。 

[利用者数 4,026人] 
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② 日本語教室運営の支援 

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

しての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。 

[実施日：毎週木曜日・午前 (8月は休み) 参加者数：のべ 497人] 

③ サンキューおかん！キャンペーン 2016  

母の日に、ピンクリボンキャンペーンの啓発とあわせて、おはなし会とベビーマッサージを実施し、子

育てに多忙な母親に楽しいひとときを提供した。 

［会場：駒川商店街 共催：駒川商店街振興組合ほか 5月 8日  参加人数：30人］ 

④ ダンディーマンダム♪赤いハンサム侍！ 

平野区の団体・有志からな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 月マンスリ

ー企画に、協力施設として全興寺での子供まつりや当館での舞台イベントに協力した。 

⑤ ひらのまなびクルーズ 

区内の生涯学習施設を巡って、施設を知り「まなび」につなげる企画(スタンプラリー)。 

平野区生涯学習関連施設連絡会の 28 年度事業の一環として実施した。来館者には情報誌クレオや主

催事業のちらしを配布した。[10月～11月] 

⑥ 第 9回 ひらの子育てフェスタ (実行委員会への参画、運営協力) 

［会場：平野区民センター 11月 19日］ 

(５) その他 

ア 自主事業 

① 自主講座 

講座名 事業数 全回数 のべ受講者数 実施期間 

女性の能力発揮・就業支援 

英会話、カフェ開業など 
4 43 668 通年 

こころとからだの健康支援 

 各種ヨガなど 
15 149 1,869 通年 

② ホールを活用した事業 

名称 日程 参加者 おとな 参加者 こども 

クレオおやこＪＡＺＺ2016 7月 23日 85 70 

 

③ 啓発 

 イクメン写真コンテスト 

子育てを積極的に楽しむ男性の写真を公募した。男性の育児参加、ワーク・ライフ・バランスへの理

解を深めるとともに、館利用者への投票を呼びかけた。 

 

④ 交流サロンの運営 

    館を拠点に活動するグループ等のネットワークを支援し、また利用者の利便に供するため、コピー機、

印刷機、グループロッカーの設置、提供等の事業を行なった。 

 

イ 近隣の施設間連携に関する業務 

平野区役所や子育て関連施設、地域団体との情報共有、機能連携等を図った。 
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４．経費等収支の状況 

 

（１）収入 

   指定管理代行業務料  64,154,528 円 

 

（２）支出 

   指定管理業務代行料  64,154,528 円 

   【内訳】 

人件費 33,480,000円  

事務費 2,530,000円  

施設の管理運営費 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  
  
(内訳)情報収集及び提供事業 892,000円 

   講演会、講習会、研修会等の開催 2,300,000円 

   啓発 248,000円 

 

５．その他 

（１）サービス向上・利用者からの苦情・意見・要望等への対応状況 

  ・ご意見箱やご意見メールの活用、利用対象者ごとのアンケートの実施による利用者のニーズ把握 

（２）管理経費縮減への取組み状況 

  ・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。 

（３）個人情報保護への取組み状況 

 ・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）主催研修・訓練等実績 

・施設の管理運営に関する基礎研修 

     「消防訓練」「普通救急救命研修」等 

・男女共同参画に関する研修 

     「男女共同参画研修」等 

・人権研修 

     「人権・同和問題研修」等 

・コンプライアンス研修 

     「個人情報保護研修」「労働時間問題等研修」 

・その他専門研修 

  「ホール技術者研修」等 

（５）環境への取組み 

・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等 


